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市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

国税専門官募集

　名古屋国税局では、国税専門官を
募集しています。
【職　種】　国税専門官
【受験資格】①または②を満たす人
①昭和 58年４月２日
～平成４年４月１日生まれの人

②平成４年４月２日以降生まれの人
　で次のどちらかの人
○大学を卒業した人、平成 26年３
　月までに卒業する見込みの人
○人事院が上記に掲げる人と同等の
　資格があると認める人
【申込期間】
○インターネット：
　４月１日㈪～ 11日㈭
　URL http://www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html（人事院）
○郵送・持参：４月１日㈪・２日㈫
※申込方法について詳しくは、お問
　い合わせいただくか、国税局の
　ホームページをご覧ください。
【試験日】
○第１次試験：６月９日㈰
○第２次試験：
　７月 16日㈫～７月 23日㈫まで
　のうち、いずれか指定する日
【問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課試験係
　☎ 052-951-3511
　課税課（伊賀市）
　☎ 22-9614　ＦＡＸ 22-9618

be・美トレ教室募集

　インナーマッスル（体の内側の筋
肉）を鍛え、やせやすく太りにくい
体をめざしませんか。「からだのな
かから美しく」を目標に、心も体も
しなやかになれる教室です。
【と　き】
※すべて金曜日
　４月 12日・19日・26日、５月
10日・17日・31日、６月 14日・
28日
　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】
　市内在住の 20歳以上 65歳まで
の人
【内　容】
　アロマストレッチ・キャンドルヨ
ガなど、リラックスしながら脂肪を
燃焼させやすい体づくりをします。
【定　員】　15 人
【参加費】
　まめの館利用料　300円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。
【申込受付開始日】
　３月 22日㈮
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196

生涯学習センター
サロンコンサート

イベ
ント

～上野城の夜景と音楽の夕べ～
　伊賀上野の夜景を眺めながら、若
手演奏家による音楽の夕べをお楽し
みください。
【と　き】　３月 27日㈬
　午後６時～７時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階ギャラリー

【出演者】
　ピアノ：本多　万祐子さん
　メゾ・ソプラノ：中西　美友紀さん
【定　員】　100 人　
※入場に整理券が必要です。整理券
　は３月 19日㈫午前９時からハイ
　トピア伊賀５階生涯学習センター
　で配布します。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

　毎年恒例の「輝け！いがっ子フォトコンテスト」
を行います。
　“伊賀の子どもたち＝いがっ子”の日常の姿をお送
りください。大人が撮った「いがっ子」の姿、子ど
もが撮った「いがっ子」の姿。さまざまな「いがっ子」
の写真をお待ちしています。

【応募資格】　市内在住・在勤・在学の人
【応募規定】
①２Ｌ以上４つ切りまでのサイズで未発表のもの
※カラー・モノクロは問いません。
②写真の裏面に、題名・撮影年月日・住所・氏名（ふ
　りがな）・電話番号、児童・生徒の場合は学校名・
　学年をご記入ください。
【応募期間】
　４月 15日㈪～６月７日㈮　※必着

【表　彰】
　最優秀賞１点（賞状・副賞 5,000 円相当）
　優秀賞２点（賞状・副賞 3,000 円相当）
　入賞 10点（賞状・副賞）
【審査・発表】
　青少年育成市民連絡会議役員と写真の専門家によ
り審査し、直接本人に通知します。
※撮影の際は、被写体となる人などに声をかけてか
　ら撮影してください。
※応募作品はいがっ子憲章の PRに使用するほか、広
　報活動に使用するにあたっては、撮影者の氏名・
　住所表示（町名までの表示）を行います。また児童・
　生徒の場合は学校名および学年の表示を行います。
【応募先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

び　　　　　び

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

第６回 輝け！いがっ子フォトコンテスト
～次代を担う伊賀の子どもたち＝いがっ子の写真を募集します～
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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）

13 日㈯・17 日㈬・19 日㈮・24 日㈬・26 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　＊事前にお電話ください。

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～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）

22 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 15 日㈪　午前 10 時 30 分～（諏訪地区市民センター）
　【出前講座】　世代間交流　ふれあい伝承あそび
②22日㈪　午前10時30分～（依那古地区市民センター）
　【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～
　【絵本の読み聞かせ】
② 22 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】　（４月生まれのおともだち）
③毎週火曜日　午前 10 時 30 分～・午後２時～
　【プレイルームであそぼう】（手づくりおもちゃ）

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）

16 日㈫　午前 10 時～
【わくわくひろば】　読み聞かせ
30 日㈫　午前 10 時～
【わくわくひろば】　ママどうしのお話の会

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）

火～土曜日　午前９時～午後５時
【あそびのひろば】

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）

17 日㈬　午前 10 時 30 分～
【おたのしみひろば】　「いらっしゃい　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）

① 3 日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】
② 11 日㈭・18 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）

赤ちゃんの健診と相談（４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
   ４月  2 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館 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。

   ４月 23 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）

   ４月  4 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

   ４月 18 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。

   ４月  9 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
【問い合わせ】
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 健康推進課　☎ 22-9653
 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

   ４月 10 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター

   ４月 12 日（金） 午前 10 時～ 11 時 30 分
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

   ４月 16 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター

   ４月 23 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ４月 25 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

※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

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。

食育教室「ぱくぱく」 4 月 11 日（木） 午前 10 時～ 11 時 伊賀市保健センター（☎ 22-9653）
※食について学べる遊びの広場です。


