募集

ネパールの食と文化の交流会

募集『旧崇広堂書道展』藩士の

気分で書道を楽しもう !!
【と き】 ３月８日㈯
国史跡旧崇広堂は、元の藤堂藩藩
【ところ】
校で、多くの藩士の子弟たちが学ん
青山ハーモニー・フォレスト
だ場です。その崇広堂の講堂で、書
《第１部》 午前 10 時～午後１時
道講座を２回にわたって開催しま
【内 容】 ネパール料理（チキン野
菜カレー、ダルスープ、チャイなど） す。この講座で書いた作品を、旧崇
広堂で展示します。ふるってご参加
の調理実習と食事会
ください。
【参加費】 500 円
◆第１回 『お習字しましょ !!』
【申込受付開始日】２月 10 日㈪
【と き】 2 月 9 日㈰
【定 員】 30 人 ※先着順
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
《第２部》 午後１時～３時
【内 容】 ネパール紹介、トーク 【対象者】 小学生
※学年に応じて藩校崇広堂にちなん
ショー、お楽しみクイズ
だ題材を設定します。
※第２部のみの参加も可能です。第
◆第２回 『アートな書』
２部は申し込み不要です。
【と き】 2 月 23 日㈰
【申込先・問い合わせ】
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
青山支所振興課
※自分の好きな文字をデザインしま
☎ 52-1112 FAX 52-2174
す。どなたでもご参加ください。
【講 師】
募集 上級救命講習会
第１・２回とも 峠 美晴さん
大切な命を守るため、応急手当の 【持ち物】 書道道具一式
技術を身につけましょう。
用紙は文化財室で用意します。
【と き】 ３月９日㈰
【申込期限】
①上級救命講習会
第１回：2 月 7 日㈮
（午前 9 時～午後 5 時）
第２回：2 月 20 日㈭
②実技救命講習会
【申込先・問い合わせ】 文化財室
（午前 10 時～午後 5 時）
☎ 47-1285 FAX 47-1290
【ところ】
中消防署西分署 （治田 3547-21）
募集 離乳食教室
【講習内容】
赤ちゃんが生まれてから、はじめ
救命に必要な応急手当・傷病者管
てお乳以外のものを口にするのが離
理・外傷の手当要領・搬送法
乳食です。今回の実習では、栄養士
【対象者】
の話の後、実際に離乳食を作ってど
①上級救命講習：市内在住、在勤ま
のくらいの固さのものをあげたらい
たは在学の 15 歳以上の人
いのか知ることができます。ぜひご
②実技救命講習：市内在住、在勤ま
参加ください。
たは在学の 15 歳以上で次のいずれ
【と き】 ２月 21 日㈮
かにあてはまる人
午後１時 30 分～３時 30 分
○平成 26 年 2 月 7 日以降に市ホー
ムページで受講できる応急手当 【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
WEB 講習を修了した人
○平成 25 年 3 月 9 日以降に救命入 【内 容】
講話「離乳食１～２回食を中心
門コースを修了した人
に」
・離乳食の調理と試食・栄養相談
【定 員】 20 人程度
【申込方法】 消防救急課・各消防署・ ※調理実習の際、託児があります。
（先着 10 人、電話予約制）
各分署にある所定の用紙に記入の
上、お申し込みください。申込用紙 【定 員】 20 人 ※先着順
は市ホームページからもダウンロー 【持ち物】 母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手ふきタオル
ドできます。
※当日は動きやすい服装で受講して 【申込受付開始日】 ２月 10 日㈪
※電話予約制
ください。
【申込期間】 2 月10 日㈪～3 月 5 日㈬ 【申込先・問い合わせ】
【申込先・問い合わせ】 消防救急課
健康推進課
☎ 24-9116 ＦＡＸ 24-9111
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

伊賀市の人口・世帯数
（平成 25 年 12 月 31 日現在）
人口 96,767 人
（男）47,078 人（女）49,689 人
世帯数 39,244 世帯

募集

ウェルカムベビー教室

妊婦さんはもちろん、赤ちゃんの
お世話をする家族も一緒にご参加く
ださい。
【と き】
３月２日㈰ 午前 10 時～正午
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】 妊婦体験（家族対象）・
沐浴体験・情報交換会 など
【対象者】
妊婦とその家族（夫、母など）
【定 員】 15 組 ※先着順
【持ち物】 母子健康手帳
【申込開始日】 ２月 10 日㈪
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

募集

ゆめテクノ伊賀こども大学

【と き】 3 月 29 日㈯
午前 9 時 30 分・午後 1 時 30 分
【ところ】
ゆめテクノ伊賀 ３階テクノホール
【対象者】 小学生
※小学校３年生以下は保護者同伴
【内 容】 ○バスボムを作ろう！
○竹を利用してあんどんを作ろう！
【講 師】 三重大学 名誉教授
【定 員】 午前・午後各 30 人
※応募者多数の場合は、抽選。
【持ち物】
筆記用具・単三電池３本・コンパス
【申込方法】
各小学校に配布のチラシ、または、
ゆめテクノ伊賀ホームページをご覧
いただき、官製はがきに必要事項を
記入の上、郵送してください。
【応募期限】
2 月 21 日㈮ 当日消印有効
【抽選日時】 2 月 28 日㈮
午前 10 時からゆめテクノ伊賀テ
クノホールで公開にて行います。
【応募先・問い合わせ】
〒 518-0131 伊賀市ゆめが丘
一丁目 3-3 ゆめテクノ伊賀
☎ 41-1061 http://yumetechno.jp
【問い合わせ】
商工労働課
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

上野総合市民病院の
臨時職員

募集

障がい者地域自立支援
協議会委員

募集

自動販売機設置事業者

お知らせ
催
し
募 集
まちかどトピックス
コラム
図書・救急など

市の施設へ自動販売機を設置する
【募集職種・人数】
市民の皆さんの積極的なご意見を
事業者の一般競争入札を行い、公有
①薬剤師：２人
反映させるため、自立支援協議会委
財産の有効活用を図ります。
②臨床工学技士：若干名
員を募集します。
【対象施設】 浄化センター、上野歴
③言語聴覚士：１人
【募集人数】 1 人
史民俗資料館、青山ハーモニー・フォ
④介護福祉士：数名
【応募資格】
レストなど ７物件
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上の人
【設置期間】
①薬剤師免許所有
② 4 月 1 日現在 70 歳未満の人
4 月 1 日から 1 年間（最長 5 年）
②臨床工学技士免許所有
③任期中、年 2 回程度の地域自立支 【入札予定日】 ３月７日㈮
③言語聴覚士免許所有
援協議会などに参加できる人
詳しくは、お問い合わせいただく
④介護福祉士免許所有
（原則平日昼間の 2 時間程度を予定） か、市ホームページに掲載の実施要
【勤務時間】
【任 期】
領などをご覧いただき、参加要件や
午前８時 30 分～午後５時 15 分
4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
設置に関する条件などをご確認くだ
※相談可
【報 酬】 6,000 円／日
さい。
【勤務場所】 上野総合市民病院
※市の規定に基づき支給します。
【問い合わせ】 管財課
【賃 金】
【応募方法】
☎ 22-9610 ＦＡＸ 24-2440
①時給 1,800 円
「伊賀市障がい者地域自立支援協
②③時給 1,206 円
議会への応募動機」として 1,000
募集 表彰審査委員会委員
④時給 1,010 円
字程度（様式は問いません）にまと
市の自治振興を促進するため、市
【応募方法】 履歴書・免許証（写） め、住所・氏名（ふりがな）・生年
制施行記念日に市政功労者、特別市
を郵送または持参してください。
月日・性別・職業・電話番号を記入
政功労者、善行者を表彰します。こ
【選考方法】 書類・面接・作文
の上、郵送・ファックス・Ｅメー
れらの選考について検討する表彰審
【応募受付期間】 随時
ル・持参のいずれかで提出してくだ
査委員会委員を募集します。
【応募先・問い合わせ】
さい。
【募集人数】 2 人程度
上野総合市民病院庶務課
【選考方法】
☎ 24-1111
作文審査（男女比、年齢構成など 【応募資格】
①市内在住・在勤の満 20 歳以上 70
ＦＡＸ 24-1565
を考慮の上選考します。）
歳未満の人
※結果は、3 月中に通知します。
②市議会議員・市職員でない人
【応募期限】 2 月 20 日㈭ 必着
③市が設置する審議会・市の附属機関
【応募先・問い合わせ】
の委員でない人
〒 518-8501
【開催回数】 年 1 回（原則として
伊賀市上野丸之内 116 番地
募集 公立保育所
（園）の臨時保育士
平日の昼間２時間程度を予定）
伊賀市健康福祉部障がい福祉課
平成 26 年度の臨時保育士を募集
【任 期】 委嘱日から 2 年
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
します。
【報 酬】 6,000 円／日
shougai@city.iga.lg.jp
【募集人数】
※市の規定に基づく。
保育士 10 人程度
【応募方法】
募集 市有地を売却します
【応募資格】
「伊賀市表彰審査委員会委員への
市が保有している土地を、次のと
保育士資格
応募動機」を 600 字以内（様式は
おり一般競争入札により売却します。 自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
【勤務時間】
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 【と き】 ３月４日㈫
がな）・生年月日・性別・電話番号
午前 11 時～（入札・開札）
（早出・遅出あり）
を記入の上、郵送・Ｅメール・持参
【ところ】 市役所本庁 第３会議室
【賃 金】
のいずれかで提出してください。
【物件調書の閲覧期間】
常勤 8,600 円／日
【選考方法】
２月３日㈪～ 28 日㈮（土・日曜
【提出書類】
作文審査などにより選考します。
履歴書・保育士証の写し
日、祝日を除く。）
なお、選考結果は応募者全員に通知
【応募受付期間】 随時
午前９時～午後５時（ただし、正
します。
【応募先・問い合わせ】
午から午後１時は除く。）
【応募期限】 2 月 28 日㈮ 必着
こども家庭課
※事前に管財課で物件調書を閲覧し、 ※Ｅメールは午後 5 時受信分まで
現地をご確認ください。
☎ 22-9655 ＦＡＸ 22-9646
【応募先・問い合わせ】
【売却物件】
〒 518-8501
阿保、川上など
伊賀市上野丸之内 116 番地
～ウィークリー伊賀市～
【問い合わせ】
伊賀市企画財政部秘書広報課
今月は「みえ森と緑の県民税」
管財課
☎ 22-9600
などをお送りします。
☎ 22-9610 ＦＡＸ 24-2440
hisho@city.iga.lg.jp
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