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生涯学習センターで
初めての講師に
チャレンジしてみませんか

募集

　生涯学習センターの部屋を利用し
て、講師として、自分の趣味や教養
を生かした講座を自主運営してみま
せんか。
【対象者】
　ものづくり・趣味・教養・芸術な
どの少人数向け講座の自主運営に興
味がある 20歳以上の人
※市内在住者を優先
【実施期間】
　11 月中旬頃～平成 29 年３月中
旬頃
※時間は要相談		 	
【実施回数】
　１講座あたり３～５回（１回 90
分程度）
【実施会場】　ハイトピア伊賀　５階
学習室１・２、多目的小研修室、視
聴覚室、和室
【実施経費】
　受講料は１人につき 1,000 円以
内とし、このほかの経費は自己負担
でまかなうこととします。	
【支援内容】
　会場使用料（冷暖房費込）の免
除・会場の優先確保・講座周知協力
など	 	 	
【応募枠】　４講座	 	
【応募方法】　生涯学習センター・各
地区公民館にある申請書に必要事項
を記入の上、提出してください。申
請書は市ホームページからもダウン
ロードできます。	 	
※応募についての事前相談も受け付
　けます。	
【選考方法】
　申請内容について審査し、講座の
実施の可否について決定し、連絡し
ます。
【応募期間】　７月７日㈭までの午前
９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎	22-9637　ＦＡＸ 22-9692

障がい者の職場実習生募集

　障がいのある人の雇用を促進する
ため、伊賀市役所本庁舎内での職場
実習を行います。
【対象者】
　①～④をすべて満たす人
①市内在住
②障害者手帳（身体・療育・精神）
　をお持ちの 18歳以上の人
③伊賀管内の障がい者施設などに通
　所しており、一定期間、施設など
　の指導員の付き添いが可能な人
④自宅と市役所の往復（家族の送迎
　を含む。）が可能な人
【募集人数】　１人
【実習期間】
　８月８日㈪～ 11月 25日㈮
【実習内容】
　封筒・用紙へのゴム印の押印、廃
棄書類の分別などの事務補助
【実習形態】　原則、１日あたり５時
間の週３日勤務（平日のみ）とし、
施設などからの指導員が職場での支
援を行います。
【実習生手当】　2,940 円／日
【応募期限】
　６月 20日㈪
※申し込み多数の場合は選考
【応募先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

平成 28 年度下水道排水
設備工事責任技術者試験

募集

　排水設備工事を施工するためには、
市で指定工事店としての指定を受け
る必要があります。
　指定を受けるためには、（公財）三重
県下水道公社が発行する下水道排水
設備工事責任技術者証が必要ですの
で、まだお持ちでない人は下水道排
水設備工事責任技術者試験を受験し
てください。
【と　き】
　11月 30日㈬　午後１時～
【ところ】　三重県総合文化センター
【手数料】　8,000 円
【申込期間】　８月１日㈪～ 29日㈪
※当日消印有効
【申込先・問い合わせ】
　（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　ＦＡＸ 0598-53-4867　
　下水道課
　☎ 24-2136　ＦＡＸ 24-2138

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ

募集

　当日のイベント運営・警備・設営・
清掃などのボランティアスタッフと
してお手伝いいただける人を募集し
ます。
【と　き】　８月 21日㈰
　次の①～④のうち参加希望時間帯
①午前 9時～午後 1時
②午後 1時～ 5時
③午後 5時～ 10時
④終日
【ところ】
　各イベント会場など（銀座通り・
本町通り・中之立町通りとその周辺）
【対象者】
　20歳以上で、イベントの趣旨をご
理解の上、お手伝いいただける人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、はがき・ファッ
クス・Ｅメールのいずれかでお申し
込みください。
【申込期限】　６月 30日㈭
　詳細は改めて本人に連絡します。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500番地
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

障がいのある児童に
夏休み中の支援をします

募集

　夏休み中の活動の場の提供として
日中の一時支援事業を行います。
【と　き】
　７月２1日㈭～８月 31日㈬
　午前９時～午後４時
※土・日曜日、８月 11日（木・祝）～15
　日㈪を除く。
【ところ】
　希望ケ丘生きがいセンター
【対象者】
　障がいのある小学生
【利用者負担】
　自立支援給付費の１割（原則）
【申請期限】
　６月 22日㈬
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662 QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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～ウィークリー伊賀市～
　今月は「伊賀流！未来応援の術」
などをお送りします。

放送大学 平成 28 年度
第２学期（10 月入学）学生

募集

　放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。
【入学資格】
◆教養学部
○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
◆大学院
○修士科目生・修士選科生は 18歳
　以上の人
【入学試験】　なし
【募集期間】
　第１回出願受付：
　６月 15日㈬～８月 31日㈬
　第２回出願受付：
　９月１日㈭～ 20日㈫
【応募先・問い合わせ】
　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ	059-233-1179

第５回
IGA 地域情報交流カフェ

募集

【と　き】　６月 28日㈫
　午後６時～８時（受付：午後５時
30分～）
【ところ】　ゆめテクノ伊賀　３階テ
クノホール
【内容・講師】
○第１部：県内の新規創業者の今
　（午後 6時 10分～）
①「三重県よろず支援拠点の活動状
　況および創業支援事例紹介」
　三重県よろず支援拠点
　チーフコーディネーター
　野垣内　斉さん
②「三重県内のインキュベーション
　活動状況について」
　三重県よろず支援拠点
　コーディネーター　中野　昭彦さん
○第２部：伊賀から発信するものづ
　くり
　（午後 6時 40分～）
①「完全人工光型植物工場の現状と
　展望」
　藤澤建機㈱営業グループ
　主任　福井　宏史さん
②「風

ふ う

通
つ う

織によるコースターの商品
　化と拡販」
　㈲梶匠　代表取締役
　梶谷　正和さん
○第３部：参加者交流会
　（午後 7時 10分～）
【定　員】　40人　※先着順
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘一丁目３番地の３
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　	ＦＡＸ 41-1062
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

国税職員（高校卒業程度）募集

　国税局では税務職員を募集してい
ます。
【職　種】　税務職員
【受験資格】
①４月１日現在、高等学校または中
　等教育学校を卒業した日の翌日か
　ら起算して３年を経過していない
　人・平成 29年３月までに高等学
　校または中等教育学校を卒業する
　見込みの人
②人事院が①に準ずると認める人
【申込期間】
○インターネット：
　６月 20日㈪	～ 29日㈬
○郵送・持参：
　６月 20日㈪	～ 22日㈬
※消印有効
【試験日】
　第１次試験：９月４日㈰
　第２次試験：10 月 12日㈬～ 21
日㈮のいずれか指定する日
【申込先・問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課試験係
　☎ 052-951-3511（内線 3450）
		国税庁ホームページ
　http://www.nta.go.jp/nagoya

 
 

【募集人数】
○言語聴覚士・診療放射線技師・臨
　床工学技士：若干名
○介護福祉士：5人程度
【応募資格】
　昭和37年4月2日以降生まれで、
受験資格に必要な免許など（言語
聴覚士免許・診療放射線技師免
許・臨床工学技士免許・介護福祉
士資格）を持っている人または平
成 29 年３月末までに取得見込み
の人
【採用予定日】
　平成 29年４月１日
【勤務条件】
　給与の加算は当該職種の前歴に
応じて行います。
　また、諸手当として、期末・勤
勉手当、地域手当、特殊勤務手当、
扶養手当、通勤手当、住居手当な
どを支給します。
　詳しくは病院総務課までお問い
合わせください。
【休　暇】　年次有給休暇・結婚休
暇・子の看護休暇・産前産後休暇・
育児参加休暇・忌引休暇など
【応募方法】　伊賀市職員選考採用
試験受験申込書を記入の上、郵送
（簡易書留）・持参のいずれかで提
出してください。
※外国籍の人は、住民票などの在
　留資格を証する書類（1	通）が必
　要です。
【応募期間】
　６月 13日㈪～８月 15日㈪
※郵送の場合は８月15日㈪の消印
　有効です。
※時間などは応募した人に後日お
　知らせします。
【選考試験日】　８月 26日㈮
【試験会場】　上野総合市民病院
【選考方法】　作文・面接
【応募先・問い合わせ】
○〒 518-0823
　伊賀市四十九町 831番地
　伊賀市立上野総合市民病院事務
部病院総務課
　☎	24-1111　ＦＡＸ	24-1565
○人事課
　☎	22-9605　ＦＡＸ	22-9616

募集しま
す

言語聴覚士
診療放射線技師
臨床工学技士
介護福祉士

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください


