
20広報いが市 2015 年（平成 27 年） 11 月１日号21 広報いが市 2015 年（平成 27 年） 11 月１日号

産後ママ親子ヨーガ教室募集

【と　き】　12 月１日㈫
　午前 11 時～正午

【ところ】　青山保健センター運動施設
【内　容】　親子でヨーガ
【対象者】
　産後３カ月～ 1 年までの母と子

【持ち物】　室内用運動靴・運動でき
る服装・飲み物

【定　員】　15 組　※先着順
【参加費】　500 円（施設入館料）
　施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。（当日可）
　詳しくはお問い合わせください。

【申込開始日】　11 月 10 日㈫
※電話予約制

【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター　
　☎ 52-2280　FAX 52-2281

忍にん体操講習会募集

　今、話題の伊賀市創作健康体操「忍
にん体操」を考案者から直接学べる
絶好の機会です。
　基礎から楽しく学びませんか。

【と　き】　12 月５日㈯
①午後１時 30 分～２時 30 分
②午後３時 30 分～４時 30 分

【ところ】　上野西小学校　体育館
【講　師】
　NPO 法人リズム体操研究会
　河野　三千代さん

【定　員】　各回 100 人　※先着順
【申込受付開始日】　11 月 10 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

 
 

【募集人数】　若干名
【勤務期間】　
①平成 28 年１月 5 日㈫～３月
31 日㈭
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
② 平 成 28 年 2 月・3 月 中 の 20
日間
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日などを除く。

【勤務内容】
①給与支払報告書の確認作業や一
　般事務補助
②申告会場の端末入力作業や一般
　事務補助
※詳しくはお問い合わせください。

【勤務場所】　課税課
【賃　金】　6,355 円／日
※距離に応じて交通費支給あり。

【応募方法】
　履歴書を課税課へ持参または郵
送で提出してください。

【選考方法】　面接
【応募期限】
　11 月 27 日㈮　午後５時 15 分
※郵送の場合は、当日消印有効

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市財務部課税課
　☎ 22-9613　FAX 22-9618

募集しま
す

課税課臨時職員

税理士相談会催し

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と　き】
① 11 月 14 日㈯　
② 12 月 12 日㈯
　いずれも午後 1 時 30 分～４時
30 分

【ところ】
①名張産業振興センターアスピア　
　４階会議室 D
②ハイトピア伊賀　３階商工会議所
　内相談室
※予約優先、１人 30 分程度

【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人

【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎51-0932（午前9時～午後4時）
　http://www.ict.ne.jp/~zei-
ueno/

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　FAX 22-9618

島ヶ原老人福祉センターを
運営する法人を選定します

募集

　福祉サービ
スのより一層
の向上や、島
ヶ原老人福祉
センターの運
営をより良く

行っていくため、継続して運営でき
る社会福祉法人をプロポーザル方式
で選定します。
※選定した法人に施設を有償で譲渡
　します。

【物　件】
　島ヶ原老人福祉センター（島ヶ原
4737 番地）　1,645.55㎡
　鉄筋コンクリート造　地上２階地
下１階建　平成７年４月建築

【応募申込書などの提出期間】
　11 月 10 日㈫～ 25 日㈬
　午前 9 時～午後５時（正午～午
後１時を除く。）
※提出は持参に限ります。
※プロポーザルへの参加資格の審査
　後、個別で連絡します。

【提案書などの提出期間】
　11 月 30 日㈪～ 12 月 10 日㈭

【審査方法】　提案書のプレゼンテー
ション・ヒアリング
※参加する場合は、必ず実施要領な
　どを確認してください。
　実施要領や応募申込時の提出書
類・提案書などについて、詳しくは
市ホームページをご覧ください。

【提出先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2109　FAX 59-3196

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　11 月 24 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】
　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928 番地）

【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部）
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

やまなみ文化祭催し

【と　き】　11 月 15 日㈰
　午前 10 時～

【ところ】
　ふるさと会館いが　大ホール

【内　容】
　歌・踊り・演奏などやまなみ文化
協会の 12 サークルが出演します。

【問い合わせ】
　いがまち公民館
　☎ 45-9122　FAX 45-9160



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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平成 28 年度三重大学医学部
医学科推薦入試地域枠Ｂの

市長推薦

募集

　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた推薦入試地域枠Ｂ
の出願は、市長の推薦を受けること
が要件となります。
【推薦要件】
　次のすべての要件を満たす人
①三重大学の推薦要件を満たすこと
②扶養義務者が市内に３年以上居住
　していること
③卒業後、県内で地域医療に携わる
　と確約できること
　詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページ・三重大学推薦
入試学生募集要項をご覧ください。

【選考方法】　面接
【面接日時】
　11 月 27 日㈮　午後３時 15 分～

【提出書類】
　学校長の推薦依頼書など

【申込方法】
　学校を通じて、持参または郵送で
お申し込みください。

【申込期間】
　11 月５日㈭～ 19 日㈭　※必着

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部医療福祉政策課
　☎ 22-9705　FAX 22-9673

IGA 地域情報交流カフェ募集

【と　き】　11 月 27 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】
○第１部　講演　午後 6 時 10 分～
　「新事業！その知財戦略で大丈
夫？」
　講師：ゆめテクノ伊賀　知的財産
担当コーディネータ　杉山　早実さん
○第２部
　女性起業家による創業体験談
　午後 6 時 40 分～
○第３部　参加者交流会
　午後 7 時 20 分～

【定　員】　40 人
　詳しくは、ゆめテクノ伊賀のホー
ムページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　FAX 41-1062
　http://www.bunto.com/?page_
id=1205

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

木津川上流発見講座募集

　川を知り、川に学び、川の再発見
をしよう ! 

【と　き】　 11 月 28 日㈯
　午前９時 30 分～午後４時 

【ところ】　室生ダム・砂防堰堤・宇
太水分神社など 
※名張市役所（名張市鴻之台１番町
　１番地）集合 
※阿騎野・人麻呂公園で昼食の予定

【内　容】
　 環境整備・防災施設の見学 

【定　員】　20 人
※先着順・小学校５年生以上 

【申込期限】 　11 月 20 日㈮ 
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。 

【申込先・問い合わせ】 
　木津川上流河川レンジャー事務局 

（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-36-8760
　FAX 0742-36-8782 
　http://www.kkr.mlit.go.jp/
kizujyo/

【問い合わせ】 　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 43-2324

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　陸上自衛隊高等工科学
校生徒（神奈川県横須賀市）　 

【応募資格】
　15 歳以上 17 歳未満（平成 11
年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1
日生まれ）の男子  

【試験内容】
○１次試験：学科試験（作文を含む。）
○２次試験：身体検査・口述試験
※推薦採用試験は、上記を１日で行
　います。  

【試験期日】   　　
《一般採用》
○１次試験：平成 28 年１月 23 日㈯
○２次試験：
　平成 28 年２月４日㈭～７日㈰
《推薦採用》　平成 28 年１月９日㈯
～ 11 日（月・祝）までの指定する１日

【合格者の発表】 
《一般採用》
○１次合格：平成 28 年１月 29 日㈮
○最終合格：平成 28 年２月 19 日㈮
《推薦採用》　平成 28 年１月 20 日㈬
※採用者は、特別職国家公務員（生
　徒）となります。

【応募期間】
《一般採用》　11 月 1 日㈰～平成 28
年 1 月 8 日㈮   
《推薦採用》
　11 月 1 日㈰～ 12 月 4 日㈮
※詳しくはお問い合わせいただく
　か、インターネットで自衛隊三重
　を検索してください。

【問い合わせ】
　自衛隊伊賀地域事務所　☎ 21-6720

初心者ギター教室募集

　ギターを始めたい、昔弾いていた
が最近弾いていない…という人、基
礎から学んでみませんか。個人のレ
ベルに合わせて指導します。

【と　き】
　11 月 27 日、12 月 4 日・18 日、
1 月 8 日・22 日、2 月 12 日・26
日　全て金曜日
　午後 7 時～ 8 時 30 分

【ところ】　大山田公民館
【対象者】　中学生以上
【定　員】　10 人　※先着順
【持ち物】ギター　
※ギターの種類は問いません。

【講　師】
　澤江　俊雄さん

【申込受付開始日】
　11 月 9 日㈪　※電話予約制

【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　FAX 46-0131

「申
さ る

の春展」絵馬募集募集

　平成 28 年１月４日㈪～７日㈭の
干支の春展に展示する絵馬を募集し
ます。

【対象者】　市内在住・在勤・在学の
高校生以上の人

【出品点数】　１人１点
※自作に限る。

【応募方法】
　上野公民館で用意する板を使っ
て、新年の干支（さる）にちなんだ
絵馬を作成してください。
※板は 30 人分用意しますので上野
　公民館まで取りに来てください。

【応募期限】　12 月８日㈫　※必着
※作品はお返しできません。

【応募先・問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　FAX 22-9692


