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裁判所職員（総合職・一般職）募集

【受験資格】
○総合職試験（院卒者区分）
　昭和 61年４月２日以降の生まれ
で、大学院修了者・修了見込みの人
○総合職試験（大卒程度区分）
　昭和 61年４月２日～平成７年４
月１日生まれ、または平成７年４月
２日以降の生まれで、大学卒業者・
卒業見込みの人
○一般職試験（大卒程度区分）
　昭和 61年４月２日～平成７年４
月１日生まれ、または平成７年４月
２日以降の生まれで、大学卒業者・
短期大学卒業者・高等専門学校卒業
者・卒業見込みの人
※詳しくは、裁判所ホームページま
　たは最寄りの裁判所で配布してい
　る受験案内をご確認ください。	
【第１次試験日】　６月５日㈰	
【申込期間】
○インターネット
　４月４日㈪午前 10時～ 13日㈬
○郵送
　４月４日㈪～６日㈬　※消印有効
【申込先・問い合わせ】　津家庭裁判
所事務局総務課人事第一係
	　☎059-226-4876（ダイヤルイン）
　http://www.courts.go.jp/

　８ページの答え　
③『西光寺窯跡』
　西光寺窯跡は、伊賀市槙山に
ある西光寺の墓地内で見つかっ
た古伊賀の窯跡で、1936（昭和
11）年に伊賀焼研究家の菊山當
年男により確認され、筒井定次
が焼かせたとされる槙山窯に比
定されています。1990（平成２）
年に発掘調査され、茶陶の水指
や花入、擂

す

り鉢などの破片や窯
道具類が出土しました。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

国税職員（大学卒業程度）募集

　国税局では税務職員（大学卒業程
度）を募集しています。
【職　種】　税務職員（国税専門官）
【受験資格】　○昭和 61年４月２日
　～平成７年４月１日生まれの人
○平成７年４月２日以降に生まれた
　人で次に掲げる人
①大学を卒業した人・平成 29年３
　月までに卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
　格があると認める人
【試験日】
　第１次試験：５月 29日㈰
　第２次試験：７月12日㈫～20日
㈬のいずれか指定する日
【申込期間】　○インターネット
　４月１日㈮午前９時～ 13日㈬
○郵送・持参
　４月１日㈮	～４日㈪　※消印有効
【問い合わせ】　名古屋国税局人事第
二課試験係　☎ 052-951-3511
		国税庁ホームページ	名古屋国税局
コーナー
　http://www.nta.go.jp/nagoya　　

危険物取扱者試験・
予備講習会

募集

◆危険物取扱者試験（前期）
【と　き】　6月４日㈯
○乙種 4類：
　午前 10 時～正午・午後 1時 30
分～ 3時 30分
○丙種：午前 10時～ 11時 15分
【ところ】　勤労者福祉会館
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
る願書に必要事項を記入の上、郵送
してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②（一財）消防試験研究センターのホー
ムページからお申し込みください。
【申込受付期間】
①願書：4月７日㈭～ 18日㈪
②ホームページ：
　4月４日㈪　午前 9時～ 15日㈮　
午後 5時
【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター三重県
支部　☎ 059-226-8930
　http://www.shoubo-shiken.or.jp/
branch/23mie/index.html
◆危険物取扱者試験予備講習会
【と　き】　5月 20日㈮
　午前 9時～午後 5時
【ところ】
　中消防署西分署　2階会議室
【定　員】　80 人
【申込期間】
　4月 25日㈪～ 5月 13日㈮
　平日の午前８時 30分～午後５時
15分
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課　
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

伊賀の里
魅力満載ウォーキング

催し

　JR 関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくため、ウオー
クイベントを開催します。
　ウオークの後は、伊賀上野NINJA
フェスタをお楽しみください。
【と　き】
　４月３日㈰
○受付：午前９時 40分～
○出発：午前 10時 30分
○解散：午後１時頃（予定）
※小雨決行。中止の場合は当日午前
　７時に決定しますので、上野商工
　会議所へお問い合わせください。
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
　スをご利用ください。
※小学生以下は保護者同伴
※事前申し込み不要
【内　容】　JR 伊賀上野駅前（集合）
⇒開化寺⇒小六坂⇒旧小田小学校⇒
上野高校明治校舎⇒国史跡旧崇広堂
⇒鎌田製菓 ( おもてなし ) ⇒上野公
園（解散）
※距離約７km
【持ち物】
　水筒・タオルなど
※歩きやすい服装で参加してください。
【問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672
　上野商工会議所
　☎ 21-0527

離乳食教室催し

　「離乳食ってどうやって作るの ?」
「進め具合はこれでいいのかしら ?」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
いという人もぜひご参加ください。
【と　き】　４月 15日㈮
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】	　
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

10広報いが市 2016 年（平成 28 年） 3 月 15 日号11 広報いが市 2016 年（平成 28 年） 3 月 15 日号

子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

催
　
し

お
知
ら
せ

募
　
集

赤ちゃんの健診と相談（４月分）

１歳６カ月児健診
   ４月 12 日（火）

午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
　１歳９カ月頃、３歳児健診は３歳
　９カ月頃までに通知します。母子
　健康手帳をご持参ください。

   ４月 26 日（火）

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ４月 14 日（木）
午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

（ハイトピア伊賀　４階）   ４月 28 日（木）

乳幼児相談

   ４月  ７日（木） 午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階） 育児相談・栄養相談

※母子健康手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
 健康推進課　☎ 22-9653
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
 青山保健センター  ☎ 52-2280 

   ４月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
   ４月 18 日（月） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
   ４月 19 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ４月 20 日（水）
午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター
午前 10 時～ 11 時 30 分 青山子育て支援センター

健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

施設名 遊びの教室 遊び場の開放

曙保育園『すくすくらんど』
　曙保育園内
　（上野徳居町 3272-2

　☎ 21-7393）

① 18 日㈪・19 日㈫・25 日㈪・26 日㈫
　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　すきなあそび
②９日㈯・13 日㈬・15 日㈮・20 日㈬・22 日㈮
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※すべて利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時
＊事前にお電話ください。

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
　ゆめが丘保育所内
　（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955）

21 日㈭　午前９時 45 分～　【親子教室】　いっしょにあそぼう
※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7

　☎ 21-2425）

① 11 日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 22 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①②：午後２時～
③７日㈭・21 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　14 日㈭・28 日㈭　（ハイハイ～ 12 カ月）
　午後１時～　【ベビーマッサージ】　＊予約制（毎月１回まで）

月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

子育て包括支援センター
　ハイトピア伊賀４階
　（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）

①７日㈭　午後２時 30 分～
　【キラキラ０歳児サロン】　ママサロン「お友達をつくろう !」
② 15 日㈮　午後２時～　
　【キラキラBaby】　赤ちゃん体操　など
③ 25 日㈪　午前 10 時 30 分～　（府中地区市民センター）
　【キラキラ出前講座】　親子ふれあいあそび　など

月～金曜日、第３土曜日
午前 9 時～午後 5 時

いがまち子育て支援センター
　いがまち保健福祉センター内
　（愛田 513　☎ 45-1015）

①７日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おはなしひろば“わくわく”】
②８日㈮・15 日㈮・22 日㈮
　【らぶらぶひろば】　プレイルームであそぼう
③ 25 日㈪　午前 10 時 15 分～
　【誕生会】　４月生まれのおともだち

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

島ヶ原子育て支援センター
　島ヶ原地区市民センター併設
　（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

28 日㈭　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　親子ふれあい遊び

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

あやま子育て支援センター
　阿山保健福祉センター内
　（馬場 1128-1　☎ 43-2166）

28 日㈭　午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】　絵本の読み聞かせ

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

① 11 日㈪　【おたのしみひろば】　いらっしゃいおともだち
② 22 日㈮　【子育てひろば】　ベビーマッサージ
③ 28 日㈭　【えほんのひろば】　読み聞かせ　など
＊すべて午前 10 時～　

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

青山子育て支援センター
　さくら保育園併設
　（阿保 1152　☎ 53-0711）

①６日㈬　 【おはなし会】　
② 14 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 21 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（２歳児以上）
＊すべて午前 10 時 30 分～　

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

※参加するときの持ち物などは事前に各支援センターへお問い合わせください。
【問い合わせ】　子育て包括支援センター（こども家庭課内）　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666

子育て支援のための教室・遊び場の開放（４月分）（対象者：乳幼児と保護者）


