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スクールバス運転嘱託員
登録募集

【募集人数】　１人
【応募資格】　大型自動車運転免許
※一種・二種は問いません。

【採用予定日】　４月１日
【勤務予定地】　市立友生小学校
【勤務時間】
　原則平日夕方の１～２時間程度

（詳細は学校との打ち合せによる。）
【応募方法】
　履歴書と運転免許証の写しを郵送
または持参で提出してください。

【採用結果】　本人に通知します。
【申込期限】　３月８日㈮
※詳しくはお問い合わせください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の１　
　伊賀市教育委員会教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

募集

介護予防支援に従事する
業務嘱託員募集

【対象者】　次のいずれかに該当し
（３月末までに取得見込みでも可）、
普通自動車運転免許を持っている人
①保健師免許を持っている人
②介護支援専門員資格を持っている人
③社会福祉士資格を持っている人
④看護師免許を持ち、地域ケア・地
　域保健に関する実務経験がある人
※准看護師は除く。

【募集人数】　１人
【採用予定日】　４月１日
【勤務場所】　地域包括支援センター
【勤務時間】　週４日（平日）
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

【勤務内容】　要介護状態区分の要支
援１・要支援２と認定された人の介
護予防サービス計画の作成（利用者
の居宅・関係機関の訪問を含む。）

【報　酬】　21 万円以内／月
【提出書類】　履歴書 ( 写真添付 )・必
要な資格を証明する書面の写し
※取得見込みの場合は、そのことが
　わかる書類

【申込方法】　郵送・持参
【申込期限】　３月４日㈪　※必着
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

募集 　

● 3 月 14日（木）
　午前 10 時～午後 1 時
　阿山保健福祉センター

献血のご案内春の全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

　３月１日㈮から７日㈭までの１週
間、春の全国火災予防運動が行われ
ます。ストーブなどの火気をともな
う暖房器具を使用することに加え
て、空気が乾燥して火災が発生しや
すい季節です。
　市でも、昨年末から今年初めにか
けて住宅火災が多発しています。
　火の取り扱いには十分に注意しま
しょう。

【問い合わせ】　消防本部予防課 
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

ライトピアおおやまだ
梅まつり

イベ
ント

　ライトピアおおやまだ梅まつりは
今年で 17 回目を迎えます。
　一人ひとりを認め合い、地域がい
きいき輝く本当の人権のまちづくり
とは何かを考え、ふれあい、語り合
うことをとおして、楽しく人権につ
いて学びませんか。

【と　き】
　３月 22 日㈮　午後７時～９時

【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール

【出演者】
○落語：露の新治・笑福亭鶴笑
○マジック：中島＆ひろみ
○紙芝居：かさとり学級
○人権劇：布引地
域住民自治協議会

【問い合わせ】
　ライトピアおお
やまだ
　☎ 47-1160
　ＦＡＸ 47-1162

上野図書館歴史講演会
「幕末の戦乱と伊賀兵」

お知
らせ
お知
らせ

　幕末、明治維新の推進に大きく貢
献した伊賀兵の卓越した能力を育て
た背景や、伊賀の風土・歴史を浮き
彫りにしながら伊賀兵の行動を解き
明かします。

【と　き】　３月 23 日㈯
　　　　　午後１時 30 分～３時

【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室

【定　員】　30 人　※先着順
【講　師】　伊賀古文献刊行会委員
　　　　　森井　薫さん

【申込受付開始日】　２月 22 日㈮
≪幕末関係の本の展示も行います≫

【と　き】　３月２日㈯～ 31 日㈰
【ところ】
　上野図書館　２階展示コーナー

【申込先・問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

新規学卒就職者激励会＆
教育セミナー

お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
○４月 18 日㈭
　午前９時～午後５時
○４月 19 日㈮
　午前８時 30 分～ 11 時 30 分

【ところ】
○ 18 日：ハイトピア伊賀３階
　　　　　上野商工会議所
○ 19 日：ハイトピア伊賀５階
　　　　　多目的大研修室Ⅰ

【内　容】　第 1 部：式典
　第２部：教育セミナー『新社会人
のためのビジネスマナー』
○講師：みなみトレーニングラボ
　　　　南　紫津子さん

【参加費】　※昼食代・テキスト代含む。
○上野商工会議所・伊賀市商工会・
　ユーザ協会のいずれかの会員：
　4,000 円
○非会員：8,000 円

【申込期限】　３月 15 日㈮
【問い合わせ】　上野商工会議所
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　62,259,484 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
１月 28 日）
　⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661
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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日㈮・６日㈬・９日㈯・13 日㈬・15 日㈮
【ぐるんぱ】本とおもちゃルーム
※すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
※利用料１回 100 円

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）

月曜日～金曜日　午前 10 時～午後３時
【園庭開放】

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）

25 日㈪　午後２時～
【育児なんでも相談会】
離乳食・予防接種・育児などの相談、身体計測

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）

① 16 日㈯　午後 0 時 30 分～（ハイトピア伊賀４階）
　【広げよう子そだてのわ】
　子育てイベント・ファッションショーほか
② 18 日㈪　午前 10 時 30 分～（神戸地区市民センター）
　【出前講座】親子ふれあい体操
③ 25 日㈪　午前 10 時 30 分～（三田地区市民センター）
　【出前講座】親子体操・あそび

月～金曜日
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）

① 18 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】（３月生まれのおともだち）
② 21 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】

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）

４日㈪　午前 10 時～
【わくわくひろば】　歯科相談

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）

２日㈯　午後１時～
【元気っ子フェスタ】　おまつり

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

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

①５日㈫　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　たのしい人形劇（むすび座上演）
② 19 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　おおきくなったね　おともだち

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合がありますので、
　事前にお問い合わせください。

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㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】
②７日㈭・14 日㈭・21 日㈭
※すべて午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　同学年の交流・手遊び

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

子育て支援センターの教室・遊び場の開放（３月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（３月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳６カ月児健診
   ３月  1 日（金） 午後 1 時～ 1 時 30 分 青山保健センター

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カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

   ３月 12 日（火） 午後 1 時～ 1 時 30 分 阿山保健福祉センター

   ３月 19 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ３月  1 日（金） 午後 2 時～ 2 時 30 分 青山保健センター

   ３月 12 日（火） 午後 2 時～ 2 時 30 分 阿山保健福祉センター

   ３月 21 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

   ３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 【問い合わせ】

 健康推進課　☎ 22-9653
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

   ３月 12 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター

   ３月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター

   ３月 19 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター

   ３月 26 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ３月 28 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

遊びの広場 月～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 青山保健センター（☎ 52-2280）
※乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。

※教室に参加するときの持ち物などは事前に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


