
3　2011年（平成 23年）2月 6日日

伊賀市社会福祉協議会「いが若者サポート
ステーション」 22‐0039

　市内16カ所で開設さ
れている放課後児童ク
ラブで小学生の見守り
をしませんか。
応募方法　市販の履歴書に写真を貼り、市役
所1階子育て支援室（〒518‐0492 鴻之台1
‐1）へ郵送またはご持参ください。（随時
受付）

※登録された人は、必要に応じて地域の皆さ
んで組織される各クラブ運営委員会により
臨時職員として雇用されます。

　「国民年金基金」は、国民年金に上乗せする
任意加入の年金で、サラリーマンとの年金額
の差を解消し、豊かな老後を送るための年金
制度です。
　「国民年金基金」には、自営業者などの国民
年金第 1号被保険者が加入できます。
※国民年金保険料を免除されている人、海外
居住の人、農業者年金に加入している人を
除きます。

 見過ごせないメリット
▼「国民年金基金」の掛け金は全額、社会保
険料として所得控除できます。

▼受け取る年金も公的年金等控除の対象とな
ります。

日時　2月20日日　午後2時～4時
場所　三重県伊賀庁舎（伊賀市四十九町）
講師　林 敬子さん（京都不登校の子を持つ親
の会代表）

対象　子どものことでお悩みの保護者や家族、
関心のある人

定員　50人　※先着順
申込　事前に電話で問い合わせ先へ
◎参加無料

　確定申告の時期に合わせ、2月中の土曜日は
住基カード発行窓口を開設します。
日時　2月12日・19日・26日　午前8時30分
～午後4時30分　※すべて土曜日

場所　市役所1階総合窓口センター
受付業務／手数料　▼住基カードの取得／無
料　▼ｅ‐Taxなどを利用できる公的個人
認証サービス／500円　▼印鑑登録／300円

　※上記以外の業務は行いません。
持ち物　写真付身分証明書（運転免許証、パ
スポートなど）と健康保険証など　※お持
ちでない人は、即日交付はできません。す
でに印鑑登録している人は印鑑登録証（赤
色の手帳）もお持ちください。

日時　3月13日日 午前11時30分～午後4時
30分

場所　アスト津（津市羽所町）
内容　▼講演「がん治療の最前線と地域がん
医療の課題」　講師　佐々木　康

やすつな

綱さん
（埼玉医科大学国際医療センター教授）　

　▼部位別がん相談会　▼患者会のご案内　
▼関係補助用品展示　など

定員　250人　※先着順
申込　2月28日月までに往復はがきで、三重
県がん相談支援センター（〒514‐8567　
津市桜橋3‐446‐34）へお申し込みくださ
い。※ファクス（059‐253‐3551）可

◎参加無料

展示期間　2月24日木まで
※月～金曜日…午前9時～午後5時、日曜日、
祝日…午後1時～5時、土曜日は閉館

展示場所　伊賀南部リサイクルプラザ（伊賀
南部クリーンセンター内・伊賀市奥鹿野）

開札日　2月25日金
入札受付　展示期間中に展示
場所に備え付けの入札票に
必要事項を記入し、入札箱
にご投函ください。入札最
高価格が複数の場合は公開
抽選

まちかどまちかど
掲示板掲示板

日時　2月20日日 午前10時～午後2時
場所　北中学校体育館
◎バザー用品をご提供ください
日用雑貨、タオル、食料品（賞味期限内
のもの）など
※詳しくは問い合わせ先へ　

楽しい囲碁入門講座
 なばり子ども支援グループ＜リヨン＞（谷口）

   63‐8722　  http://nabari-lion.blogspot.com
日時　2月19日土、3月19日土 午前9時～11時
場所　市民情報交流センター（希央台）
対象　市内在住の幼児、小・中学生、高校生
　※保護者が送迎できる人　定員　30人　※先着順
申込　各開催月の12日土までにホームページからお
申し込みください。　◎参加無料

2月は土曜日も住基カードを
取得できます
 総合窓口センター　  63‐7440

第6回ふれあいバザー
名張育成園　  65‐0271

国民年金基金で老後の蓄えを
始めましょう!
三重県国民年金基金 0120‐29‐1284

木製家具など粗大ごみの再生品
を入札により展示販売します
 伊賀南部環境衛生組合　  53‐1120

「不登校をどう受け止めるのか」
家族向けセミナーを開催

「スポーツ指導者研修会」
参加者募集
 総合体育館　  63‐5339

三重県がん相談支援センター
　  059‐253‐3550

第9回「がん患者とサポーター
の集い」フォーラム参加者募集

日時日時　　2月26日2月26日土土　　午前9時30分～11時午前9時30分～11時
場所場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）　武道交流館いきいき（蔵持町里）
演題演題　ワールドカップの裏側と　ワールドカップの裏側と
　　スポーツ医科学の重要性スポーツ医科学の重要性
講師講師　杉田 正明さん（三重大学准教授）　杉田 正明さん（三重大学准教授）
対象対象　スポーツ指導者、コーチ、教師、スポ　スポーツ指導者、コーチ、教師、スポ
ーツ関係者ーツ関係者、スポーツに関心のある人、スポーツに関心のある人

定員定員　150人　※先着順　150人　※先着順
申込申込　2月24日　2月24日木木までに総合体育館にある申込までに総合体育館にある申込
用紙に必要事項を記入し、同窓口へお申し用紙に必要事項を記入し、同窓口へお申し
込みください。※ファクス（63‐5449）可込みください。※ファクス（63‐5449）可

◎参加無料◎参加無料

「放課後児童クラブ指導員」
登録者募集
 子育て支援室

　  63‐7594

日時　3月5日・12日・19日 午後1時30分～
3時30分　※すべて土曜日

場所　市民情報交流センター（希央台）
テーマ／講師　▼5日…「笑いの教室」／矢野 
宗宏さん（ユーモアコンサルタント・産業
カウンセラー）　

　▼12日…「インターネットと人権～現状と
課題を考える～」／松村 元樹さん（㈶反差
別・人権研究所みえ研究員）　

　▼19日…「新ちゃんのお笑い人権高座」／
露
つゆ

の新
しんじ

治さん（落語家）
対象　市内在住、在勤、在学の人 
定員　50人　※先着順　◎参加無料。申込不要
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせや
公共交通機関でご参加ください。

「ヒューマンパワーアップ講座」
を開催
 名張市人権センター　  63‐0018

　イノシシ・ニホンジカの狩猟期間が1ヵ月延
長されます。狩猟期間中に山林へ行く人は目
立つ服装をするなど十分ご注意ください。
狩猟期間　3月15日火まで
※イノシシ・ニホンジカ以外の狩猟鳥獣の狩
猟期間は、従来どおり2月15日火までです。

イノシシ・ニホンジカの狩猟期間を
3月 15日まで延長します
三重県自然環境室　 059‐224‐2578

「障害者アグリ就労推進研修会
in名張」を開催
 名張市障害者アグリ雇用推進協議会
（産業政策室内）　  63‐7623

　就労前の障害者のキャリア形成の中に
「農」の選択肢が位置づく環境づくりについ
て考えてみませんか。
日時　2月14日月　午後1時30分～4時30分
場所　名張産業振興センターアスピア（南町）
内容　基調講演、話題提供、パネルディスカ
ッション

演題　農業分野を活かした特別支援教育の可能性
講師　守屋 國

くにみつ

光さん（大阪教育大学名誉教授）
申込　事前に電話で問い合わせ先へ　
◎参加無料

国有地を先着順で売却します　　物件情報　所在地　名張市桔梗が丘五番町一街区22番1　地目　宅地　地積　992.57㎡　用途地域　都市計画区域内（二種住居）
　売却価格　5,390万円　受付期間　2月14日月午後5時まで　※土・日曜日、祝日を除く　◎詳しくは、東海財務局津財務事務所（ 059‐222‐9571）へ
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