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2 月 の相談日程 は、問い合わせ先電話番号
※開催場所の連絡先とは限りません。

弁護士相談〔2月10日木 午前10：00～午後3：00〕 
───────────────────────────────────
交通事故相談〔2月17日木 午後1：00～3：15〕
───────────────────────────────────
行政相談〔2月17日木 午後1：00～3：00〕
───────────────────────────────────
司法書士相談〔2月18日金 午後1：00～4：00〕
──────────────────────────
市民・多重債務相談〔平日 午前8：30～午後5：15〕※申込不要　    　　　　　　
───────────────────────────────────
人権相談〔2月8日火 午後1：30～4：00〕・名張市人権センター 63‐7909
───────────────────────────────────
育児相談〔火曜日～土曜日 午前9：30～午後5：00（日・月曜日、祝日は休館）〕
・こども支援センターかがやき（桔梗が丘西3） 　67‐0250
───────────────────────────────────
介護相談 各地区の「まちの保健室」へ  ・名張 　63‐5699・すずらん台 　68‐5700
・梅が丘 　61‐3770・蔵持 　63‐6371・薦原 　63‐6400・つつじが丘 　68‐7800
・比奈知 　68‐1278・美旗 　65‐5800・錦生 　63‐2571・百合が丘    　64‐8600
・赤目　 　63‐1381・箕曲 　63‐1073・国津 　69‐1718・桔梗が丘   　65‐1299   
───────────────────────────────────                
　   　　　　　 〔第1・3週木・金・土曜日　午後2：00～7：00〕
女性相談　─────────────────────
　　　　　　    〔第2・4週水・木・金曜日　午後2：00～7：00〕
──────────────────────────
女性弁護士法律相談〔2月4日金 午後1：00～5：00〕※要予約
─────────────────────────────────
男性のための相談〔2月10日木 午後7：00～9：00〕　
─────────────────────────────────
メンタルヘルス相談〔2月17日木午前10：00～正午〕
　　　　　　　　　  ─────────────────　
　　　　　　　　   〔2月22日火午後1：00～5：00〕
──────────────────────────────　　　　　
チャレンジ支援相談 〔2月1日火 ・15日火午前10：00～正午　午後1：00～4：00〕　
───────────────────────────────────
おしごと三重出張相談〔第1・3水曜日 午前10：00～午後4：00〕
──────────────────────────
ニート相談　　　　　　　　　　　  〔2月8日火午後2：00～6：00〕　　　
（いが若者サポートステーション）─────────────────────                                           　        〔2月22日火午後2：00～6：00〕　
───────────────────────────
ニート相談（神須学園室生館）　  〔2月26日土午後2：00～5：00〕
───────────────────────────────────
女性相談〔平日 午前8：30～午後5：00〕※DV相談
──────────────────────────
家庭児童相談〔平日 午前8：30～午後5：00〕
───────────────────────────────────
子ども相談〔平日 午前8：30～午後5：15〕・ふれあい 相談室  63‐3118
───────────────────────────────────
パート職業相談〔平日 午前8：30～午後5：15〕・ふれあい      63‐0900
───────────────────────────────────
教育相談（不登校相談）〔平日 午前8：30～午後5：00〕・桜ヶ丘・旧市民会館内 63‐7830
───────────────────────────────────
教育よろず相談（いじめなど）〔平日 午前9：00～午後6：00〕・名張教育会館みなくる 68‐8802
───────────────────────────────────
青少年悩み相談〔平日 午前9：00～午後5：00〕・青少年補導センター 63‐7867
───────────────────────────────────
母子家庭相談〔平日（水曜日を除く） 午前9：00～午後4：00〕・子育て支援室 63‐7594
───────────────────────────────────
年金相談〔毎月第2・4火曜日※祝日を除く 午前10：00～午後2：45〕・アスピア（南町）  63‐0080
───────────────────────────────────
乳幼児健康相談〔2月2日水午前9：30～11：00受付〕・保健センター     63‐6970
───────────────────────────────────
食生活・健康相談〔2月8日火午前9：00～11：00〕・保健センター    63‐6970
───────────────────────────────────
こころの健康相談〔2月25日金午後2：00～4：00〕・伊賀保健所    　 24‐8076
───────────────────────────────────
がん・難病相談〔2月19日土 午後1：00～4：00〕・勤労者福祉会館   63‐5515

申込受付は、1月20日木
午前8時30分から。先着
順。総合窓口センター（
63‐7416）へ

・男女共同参画
　センター
　 63‐5336
※2月休館日

7日月
14日月
21日月
28日月

・男女共同参画センター
　 63‐7648

・ふれあい相談室
　 63‐2515

・勤労者福祉会館
　 63‐7648

・市役所1階総合窓口センター
                 63‐7416 

しあわせ　仕　掛け人
みんなで創ろう！心ふれあう "地域福祉＂
 健康福祉政策室　 63‐7579

配食ボランティアグループ　ゆりの花　
　第 4班　班長　南　恵

えいこ

子さん（百合が丘西 3）

　平成21年4月から毎週水曜日に配食サービスをしている「ゆりの
花」。「すでにサービスを開始していた他地域のいいところを取り入れ、
作り手を4班に分けて1週ずつ担当するなど、多くの人がボランテ

ィアにかかわっています」と南さん。
　お弁当を届ける際に利用者の皆さんと
お話することで、地域の見守り活動にも
つながっています。
　利用者同士が互いの家に行き、一緒に
お弁当を食べるなど外に出る機会もある
ようです。第5週目の水曜日には、市民
センターで利用者と作り手が一緒にご飯
を食べるなど交流を図っています。

※要予約

　名張市代表チームの応援団に参加して、激走する選手たちに熱い声援
をおくりませんか。出場選手など詳しくは、市ホームページでもご覧い
ただけます。
行程　午前6時40分に総合体育館前駐車場（夏見）からバスで移動します。
レース終了後伊勢市内見物。午後6時30分ごろ帰着予定。※雨天決行

応援協力金　2,000円　※弁当、応援グッズあり　定員　50人　※先着順
申込　2月10日木までに総合体育館に備え付けの用紙に必要事項を書い
て、応援協力金を添えて同窓口へ

市有地などをお売りします
　名張市の市有地などを先着順で販売しています。詳しく
は、市ホームページの「市有地の販売・貸付情報」をご覧
いただくか、下記の問い合わせ先に資料請求してください。
　なお、お申し込みには、所定の申請書類などが必要となります。

販売区画数…13物件　
●希央台を中心とする宅地（中央西保留地）

●その他の市有地・市土地開発公社保有土地
販売区画数…9物件（鴻之台、東町、緑が丘、すずらん台、
朝日町、夏見地内）

 市街地整備室　 63‐7784

 管財室　 63‐7336
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　「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市
場の実現を図るため、商品取引所法などが改正されました。

業者には契約前に、必要事項を明記した書類を交付し、内容についてき
ちんと説明する義務が課せられています。
　しかし、商品先物取引はリスクのある取引です。投資金額以上の損失を被
る取引もあります。そのリスクを踏まえ、しっかりと理解し、慎重に考えた
上で取引を開始するようにしてください。
　商品先物取引業者とトラブルにあったときは
　日本商品先物取引協会相談センター（ 03‐3664‐6243）へ

 人事研修室  63‐7315任期付職員募集

母子家庭（寡
か ふ

婦）の皆さんへ パソコン教室参加者募集

日時日時　　2月12日2月12日土土・・13日13日日日・・27日27日日日、、3月6日3月6日日日・・27日27日日日
　午後1時～5時 ※最終日は午後6時まで　午後1時～5時 ※最終日は午後6時まで。。懇談会も予定懇談会も予定
場所場所　　桔梗が丘公民館　　桔梗が丘公民館　　講師講師　　川

かわつら

面 竹
たけお

生生さんさん
対象対象　　母子家庭および寡婦家庭の人　※母子家庭とは子どもが20歳未満母子家庭および寡婦家庭の人　※母子家庭とは子どもが20歳未満
の家庭、寡婦家庭とは子どもが20歳以上の家庭の家庭、寡婦家庭とは子どもが20歳以上の家庭

定員定員　　15人 ※先着順15人 ※先着順　　　　　　参加費参加費　　1,000円（テキスト代）1,000円（テキスト代）
申込申込　　1月31日1月31日月月までに、電話で問い合わせ先へまでに、電話で問い合わせ先へ
◎ノート型パソコンをお持ちください。詳しくは問い合わせ先へ　◎ノート型パソコンをお持ちください。詳しくは問い合わせ先へ　

 子育て支援室  63‐7594
　 母子寡婦福祉会（藤原） 090‐7603‐5634

 総合窓口センター  63‐7416
商品先物取引にはリスクがあります

「第 4回美
うま

し国三重市町対抗駅伝」

 総合体育館  63‐5339

第4回第4回美美
うまうま

し国三重市町対抗駅伝し国三重市町対抗駅伝   2月20日   2月20日日日午前9時スタート午前9時スタート
三重県庁（津市）～三重県営総合競技場（伊勢市）の10区間42.195㎞を県内の三重県庁（津市）～三重県営総合競技場（伊勢市）の10区間42.195㎞を県内の
各市町から選抜された小学生各市町から選抜された小学生からから成人成人までまでの男女がタスキをつなぎます。の男女がタスキをつなぎます。

名張市代表チームを名張市代表チームを応援しませんか応援しませんか

たくさんのメンバーで、
地域の皆さんを見守ります！

 　 　市では、4月より勤務期間の定めのある「任期付職員」を募集します。市では、4月より勤務期間の定めのある「任期付職員」を募集します。
募集職種募集職種　　①任期付職員（育児休業中の代替職員）5人程度①任期付職員（育児休業中の代替職員）5人程度
　　　　　②任期付短時間勤務職員（債権管理事務）3人程度　　　　　②任期付短時間勤務職員（債権管理事務）3人程度
申込期間　申込期間　①1月17日①1月17日月月～2月4日～2月4日金金　②1　②1月17日月17日月月～2月10日～2月10日木木
申込方法　申込方法　人事研修室で配布する選考申込書（ホームページから出力人事研修室で配布する選考申込書（ホームページから出力
可）に必要事項を記入し同室（〒518‐0492　鴻之台1‐1）に持参可）に必要事項を記入し同室（〒518‐0492　鴻之台1‐1）に持参
または郵送ください。または郵送ください。

※受験資格など詳しくは、人事研修室で配布する募集要項またはホーム※受験資格など詳しくは、人事研修室で配布する募集要項またはホーム
ページをご覧ください。ページをご覧ください。

【まちかど掲示板】第6回美旗市民大学講座　　日時　1月31日月 午前10時～正午　※当初予定していた時間から変更になっています。　場所　美旗市民センター
　演題　東アジアから見た平城京　講師　菅

すがや
谷 文

ふみのり
則さん（橿原考古学研究所所長）　◎受講無料。申込不要　　  美旗市民センター　  65‐3007
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