「あんしん・防災ねっと」

携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
URL http://www.anshin-bousai.net/iga/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを
読み込んで登録できます。
▲

QR コード

【問い合わせ】 総合危機管理課
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

募集

放送大学 平成 27 年度
第１学期（４月入学）学生

放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。
◆教養学部学生
○科目履修生：半年間在学し、興味
のある科目を選ぶ。
○選科履修生：1 年間在学し、興味
のある科目を選ぶ。
○全科履修生：4 年以上在学し、大
学卒業をめざす。
◆大学院生
○修士科目生：半年間在学し、興味
のある科目を学ぶ。
○修士選科生：1 年間在学し、興味
のある科目を学ぶ。
【入学資格】
全科履修生は 18 歳以上で、高等
学校卒業またはこれと同等以上の
人。科目履修生・選科履修生は 15
歳以上の人。修士科目生・修士選科
生は 18 歳以上の人。
【入学試験】 なし
【学習方法】
自宅のテレビ（BS デジタル放送・
ケーブルテレビ放送）で放送授業を
視聴または放送大学三重学習セン
ター ( 三重県総合文化センター内 )
の DVD などの利用、もしくは放送
授業のインターネット配信を利用し
て学習します。
※ケーブルテレビは一部地域で視聴
できない場合があります。
【出願受付期間】
12 月１日㈪～平成 27 年３月 20 日㈮
【問い合わせ】
放送大学三重学習センター
☎ 059-233-1170
FAX 059-233-1179
http://www.ouj.ac.jp
生涯学習課
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692

募集

臨時給食調理員・
代替給食調理員登録募集

募集

おおやまだ元日マラソン

【と き】 平成 27 年１月１日
（木・祝）
教育委員会では、小学校給食の調
開会式：午前８時 15 分～
理に従事していただく人を募集して
スタート：午前８時 30 分～
います。
【ところ】 伊賀の国大山田温泉「さ
各調理現場で欠員が生じた際の勤
るびのこころの丘」
務となります。
応募資格は問いません。 【種 目】
※登録は随時受付けています。
○マラソン：
【勤務時間】
3.5km の部・５km の部
午前８時 30 分～午後５時 15 分
○ウォーキング：２km の部
（１日７時間 45 分以内）で相談に
※いずれも記録計測は行いません。
応じます。
【定 員】 600 人 ※先着順
【勤務内容】 学校給食調理
※小学校３年生以下は保護者同伴
【勤務場所】 市内の小学校
【参加料】 500 円
【賃 金】
※荒天中止の場合でも参加料は返金
6,355 円／日（調理師または栄
しません。
養士免許あり）
【申込方法】 大山田支所管内の地区
6,045 円 ／ 日（ 調 理 師・ 栄 養 士
市民センターにある申込兼払込用紙
免許なし）
に必要事項を記入し、参加料を添え
【社会保険など】
て最寄りの郵便局へ払い込むか、持
健康保険・厚生年金保険・雇用保
参してください。
険など雇用条件に応じて加入
【申込期限】 12 月 19 日㈮
【応募方法】
※定員に満たない場合、当日参加可
履歴書を郵送または持参で提出し 【申込先・問い合わせ】
てください。
阿波地区市民センター
【選考方法】
☎／FAX 48-0009
面接実施後、本人に通知します。 【問い合わせ】
※詳しくはお問い合わせください。
スポーツ振興課
【応募先・問い合わせ】
☎ 22-9635
〒 518-1422
ＦＡＸ 22-9666
伊賀市平田 652 番地の１
伊賀市教育委員会教育総務課
募集 乳がんワンコイン検診
☎ 47-1280 FAX 47-1281

（未経験者対象）

募集

環境セミナー

【と き】 12 月 13 日㈯
午前 10 時～ 11 時 30 分
（受付 午前 9 時 30 分～）
【ところ】 ゆめぽりすセンター
２階大会議室
【内 容】 廃棄物問題や残土に関す
る規制について
【講 師】
三重県環境生活部廃棄物対策局廃
棄物・リサイクル課
課長 和田 一人さん
【定 員】
60 人 ※先着順
【申込方法】 電話
（平日の午前 8 時 30 分～午後 5
時 15 分）
【申込期限】 12 月 5 日㈮
【申込先・問い合わせ】
環境政策課
☎ 20-9105 ＦＡＸ 20-9107

三重乳がん検診ネットワークで
は、乳がん検診の啓発活動として、
ワンコインのマンモグラフィ体験イ
ベントを実施します。
【検診実施日】
平成 27 年１月 24 日㈯
【自己負担額】 500 円
※受診医療機関・受診時間は事務局
で調整します。
【定 員】 約 160 人 ※先着順
【対象者】
40歳以上の女性でマンモグラフィ
検診を一度も受けたことがない人
【受付期間】
12 月１日㈪～ 19 日㈮
【問い合わせ】
三重乳がん検診ネットワーク
☎ 059-231-6033（平日の午前
９時～午後５時）
http://mie-mmgnet.jp/
健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
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お知らせ拡大版

赤ちゃんの健診と相談（12 月分）
健診・相談名

１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

健診・相談日

時

間

場

所

12 月 ９日（火） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
12 月 11 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
12 月 25 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
12 月 ４日（木）

お知らせ

乳幼児相談
12 月 ９日（火）
育児相談・栄養相談 12 月 10 日（水）
※母子健康手帳を
12 月 17 日（水）
ご持参ください。
12 月 18 日（木）
12 月 19 日（金）

午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

対象・内容など
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。

【問い合わせ】
健康推進課 ☎ 22-9653
午前 10 時～ 11 時 30 分
青山保健センター
青山保健センター ☎ 52-2280
午前 10 時～ 11 時 30 分
阿山保健福祉センター
阿山支所住民福祉課
☎ 43-0332
午前 10 時～ 11 時 30 分
いがまち保健福祉センター いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター 島ヶ原支所住民福祉課 ☎ 59-2163
大山田支所住民福祉課 ☎ 47-1151
午前 10 時～ 11 時 30 分
大山田保健センター
伊賀市保健センター

子育て支援のための教室・遊び場の開放（12 月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育運動教室「げんきっず」

12 月 12 日（金） 午前 10 時～ 11 時

０歳児サロン

12 月 16 日（火） 午後２時～３時

催

施設名

伊賀市保健センター（ハイトピア伊賀４階）☎ 22-9653

遊びの教室

し
募 集

①１日㈪・２日㈫・15 日㈪・16 日㈫・22 日㈪・24 日㈬
＊すべて午前 10 時～
曙保育園『すくすくらんど』
【親子教室】 ふれあい遊びなど ＊ 24 日㈬はクリスマス会
曙保育園内
②３日㈬・６日㈯・10 日㈬・17 日㈬・19 日㈮
（上野徳居町 3272-2
☎ 21-7393） 【本とおもちゃルームぐるんぱ】
＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
※すべて利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）
ゆめが丘保育所
『おひさま広場』25 日㈭ 午前９時 45 分～ 【クリスマス会】
ゆめが丘保育所内
（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955） ※材料費 100 円・利用料 100 円

遊び場の開放

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時
＊事前にお電話ください。

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

子育て支援・無料相談

①８日㈪（４～９カ月）・15 日㈪（10 カ月～１歳半）
【エンジェルサークル】 クリスマス会 ＊予約制
② 22 日㈪ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定】
森川病院『エンジェル』
月・水・金・土・日曜日
③ 19 日㈮ 【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
森川病院内
正午～午後 5 時
（上野忍町 2516-7
＊①～③：午後２時～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-2425）④４日㈭・18 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
11 日㈭・25 日㈭ （ハイハイ～ 11 カ月）
午後１時～ 【ベビーマッサージ】 ＊予約制
① 12 日㈮ 午後２時～
【キラキラ Baby】 赤ちゃんのための音楽会
子育て包括支援センター
② 15 日㈪ 午前 10 時 30 分～ （きじが台地区市民センター） 月～金曜日、第３土曜日
ハイトピア伊賀４階
【キラキラ出前講座】 親子ふれあいあそび
午前 9 時～午後 5 時
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
③ 22 日㈪ 午前 10 時 30 分～ （ハイトピア伊賀 ５階）
【キラキラ公開講座】 クリスマスコンサート
①
18 日㈭ 午前 10 時 30 分～ 【おはなしひろば“わくわく”】
いがまち子育て支援センター
月～金曜日
いがまち保健福祉センター内 ② 22 日㈪ 午前 10 時 15 分～
午前 9 時～午後 5 時
（愛田 513 ☎ 45-1015）
【誕生会】 12 月生まれのおともだち
島ヶ原子育て支援センター
月～金曜日
①８日㈪ 午前 10 時～ 【わくわくひろば】 コンサート
島ヶ原地区市民センター併設
② 22 日㈪
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

あやま子育て支援センター

24 日㈬

午前 10 時～【わくわくひろば】 親子ふれあい体操 午前 9 時～午後 5 時

午前 10 時 30 分～

阿山保健福祉センター内
【みんな集まれ！】 手遊び・読み聞かせ
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）

大山田子育て支援センター
大山田保育園内
（平田 7 ☎ 47-0088）

青山子育て支援センター

さくら保育園併設
（阿保 1152 ☎ 53-0711）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

① 10 日㈬ 【子育て講座】 クリスマスソングを楽しもう
月～金曜日
② 15 日㈪ 【おはなしひろば】 読み聞かせ など
午前 9 時～午後 5 時
③ 18 日㈭ 【おたのしみひろば】みんなでクリスマス！ ＊予約制
＊すべて午前 10 時 30 分～
①３日㈬ 午前 11 時～ 【おはなし会】 読み聞かせ
② 11 日㈭ 午前 10 時 30 分～
【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳児）
③ 18 日㈭ 午前 10 時 30 分～
【おともだちあつまれ！】（２歳児以上）

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
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