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認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　２月 23 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。
※申し込み不要。認知症の人が参加
　する場合は、事前に連絡してくだ
　さい。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

 同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。
【と　き】　3 月 3 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階ミーティン
グルーム
【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター　
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　柘植歴史民俗資料館では、『秘蔵
の国・伊賀のみちのく柘植のエエ
とこ自慢 82 話展』と題して、平成
26 年度に制作した郷土・民俗かる
た「柘植のエエとこかるた」の絵札
を大型にして展示します。
　また、あわせて、かるたでは取り
上げられなかった柘植地区の「エエ
とこ」を追加して紹介しています。
　ぜひご覧ください。
【と　き】
　４月 10 日㈰まで
　午前９時～午後４時 30 分
※毎週月曜日を除く。
【ところ】
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【問い合わせ】
　柘植歴史民俗資料館
　☎／ＦＡＸ 45-1900
　文化財課　　　　　　
　☎ 47-1285
　ＦＡＸ 47-1290

上野同和教育研究協議会
連続講座（第３回）

催し

　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、連続講座（第３回）を開催します。
【と　き】
　２月 17 日㈬
　午後７時 30 分～９時
　（受付：午後７時～）
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【演　題】
　「部落問題基礎知識 一問一答～差
別事件編～」
【講　師】　
　松岡　克己さん
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

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】　２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

▲

「柘植のエエとこ
　かるた」の絵札

いがまち人権センター
解放講座

催し

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。
【と　き】　２月 26 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】
　「ネットモラルと人権～現実世界
と仮想空間の間で起こるモラルハ
ザード～」
【講　師】
　（公財）反差別・人権研究所みえ　調
査・研究員　中村　尚生さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　２月 12 日㈮～ 25 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 13 日㈯は午前９時～午後３時ま
　で開館します。
※ 17 日㈬、18 日㈭、24 日㈬、25
　日㈭は午後７時 30 分まで延長し
　て開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「部落差別撤廃のための 2015 年
度いがまち人権センター活動紹介」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130第 31回大山田芸術文化祭催し

　子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域活動の成果を発表します。
◆展覧会（作品展示）
【と　き】　２月 20 日㈯・21 日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】
　大山田 B&G 海洋センター
【内　容】　絵画・書・彫塑・手工芸・
生け花など
◆芸能大会
【と　き】
　２月 21 日㈰　午後１時～
【ところ】
　大山田農村環境改善センター　
【内　容】　日舞・詩吟・大正琴など
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131
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再生品展示販売催し

　粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として入札
方法で展示販売をします。
【展示入札期間】
　2 月 5 日㈮～ 25 日㈭
○平日 : 午前 9 時～午後 5 時
○日曜日・祝日 : 午後 1 時～ 5 時
※土曜日を除く。
【開札日】　2 月 26 日㈮
【ところ】
　伊賀南部クリーンセンター
　リサイクルプラザ 1 階（奥鹿野
1990 番地）
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　ＦＡＸ 53-1125

三重大学伊賀連携フィールド
総括シンポジウム

催し

　2012（平成 24）年に開設され
た三重大学伊賀連携フィールドで
は、文化研究や市街地活性化の拠点
として、地域資源を活用した教育・
研究を行ってきました。
　これまでの取り組みとその成果を
今後に生かすため、シンポジウムを
開催します。
【と　き】
　２月 20 日㈯　午後２時～
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階コミュニ
ティ広場
【問い合わせ】
　総合政策課　
　☎ 22-9620　ＦＡＸ 22-9672

 
 募集し

ます伊賀市・名張市 
 広域行政

事務組合職員
【職　種】　現業職
【勤務内容】　と畜解体の職務
【募集人数】　１人
【応募資格】
　昭和 40 年４月２日以降に生ま
れた人で、と畜解体業務に継続し
て従事する体力・意志・意欲のあ
る人
　ただし、次のいずれかに該当す
る人は受験できません。
①地方公務員法第 16 条（欠格条
　項）に該当する人
②永住者または特別永住者の在留
　資格を有しない外国籍の人
【勤務場所】　伊賀食肉センター
【採用予定日】　４月１日
【試験の日時・内容】
○３月６日㈰　午前９時～
　筆記試験（一般教養・作文）・
体力測定
○３月 12 日㈯　個人面接
※詳しくは、筆記試験日に通知し
　ます。
【試験会場】　伊賀市・名張市広域
行政事務組合　会議室
【提出書類】　
○伊賀市・名張市広域行政事務組
　合職員採用試験申込書・受験票
　（各１通）
○外国籍の人は、住民票などの在
　留資格を証する書類（１通）
○返信用封筒（試験結果送付用）　
　（１通）
【応募方法】
　提出書類を直接持参してください。
※受験資格や手続きなど、詳しく
　は、募集要項に記載しています。
　お申し込みの際には、必ず募集
　要項を確認してください。
※募集要項・申込書などは、伊賀
　市・名張市広域行政事務組合総
　務課、伊賀市役所人事課、名張
　市役所人事研修室にあります。
【応募期限】
　２月 22 日㈪　午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0825
　伊賀市小田町 1380 番地の１
　伊賀市・名張市広域行政事務組
合総務課
　☎ 22-9690　ＦＡＸ 24-2265

司法書士・土地家屋調査士
合同無料法律相談会

催し

【と　き】　２月 13 日㈯
　午前 10 時～午後２時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１
【内　容】　不動産の名義変更（売買・
相続・贈与など）・遺言・自己破産・
成年後見・お金の貸し借りに関する
問題・土地境界などに関するトラブ
ルについて
※事前申し込み不要　
【問い合わせ】
　三重県司法書士会事務局
　☎ 059-224-5171
　市民生活課　
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

上級救命講習会募集

～応急手当を身につけましょう～
　事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と　き】
　３月 13 日㈰
　午前９時～午後５時
※座学免除で実技のみ受講の場合　
　午前 10 時～午後５時
【ところ】　中消防署西分署（治田
3547 番地の 21）
【講習内容】
　救命に必要な応急手当・傷病者管
理・外傷の手当要領・搬送法
【対象者】
　中学生以上で市内在住、在勤、在
学の人
※次のいずれかにあてはまる人は座
　学が１時間免除で、実技のみの受
　講になります。
○平成 28 年２月 13 日以降に市
　ホームページで受講できる応急手
　当 WEB 講習を修了した人
○平成 27 年３月 13 日以降に救命
　入門コース・普通救命講習を修了
　した人
【定　員】　30 人
【申込方法】
　所定の用紙に記入の上、持参また
はファックスのいずれかで申し込ん
でください。申込用紙は市ホーム
ページからもダウンロードできます。
※ファックスでの申し込みは事前に
　連絡してください。
※受講修了者には「上級救命講習修
　了証」を交付します。
※実技がありますので、動きやすい
　服装で受講してください。
【申込期間】
　２月 15 日㈪～３月７日㈪
【申込先】
　消防本部消防救急課・各消防署・
各分署
【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111


