
16広報いが市
2013. 2. 1 

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

　もう一度看
護の現場で働
き た い！ で も
自信がない…
と思っている
あ な た へ。 看
護の場面を体
験してみませ
んか？

【と　き】
①２月 28 日㈭・3 月１日㈮
　午後 1 時～ 4 時
②３月 ７日㈭・８日㈮
　午後 1 時～ 4 時
※①②とも同じ内容です。

【ところ】
　上野総合市民病院

【対象者】
　看護師免許の取得者で現在就業中
や再就職を希望する人
※４月までに看護師免許取得予定（看
　護学生）の人も可能です。

【内　容】
《1日目》
○感染予防…手洗いの実習
○看護技術演習…採血・点滴静注・
　血糖測定・インスリン注射・ＭＥ
　機器の取り扱いなど
《2日目》　救急蘇生法・経管栄養の
基礎知識と取り扱い・医療安全
※希望により病院見学や各種相談も
　受け付けます。

【持ち物】
　看護師免許証のコピー

【申込期限】
①２月 25 日㈪　②３月４日㈪　
※一時保育があります。

【申込方法】　電話・FAX
※ FAX の場合、住所・氏名・年齢・
　連絡先電話番号・経験年数・受講
　希望日を明記してください。

【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院
　担当：看護部　青山　美佐子
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268

ナースのための
　　　　 カムバックセミナー

募集 伊賀地域の忍者に関する情報 
　　　　　　　を募集します

募集

　今後の観光振興に活用することを
目的に、埋もれている忍者に関する
観光資源の情報を募集します。

【募集する情報】
　伊賀市・名張市内に存在し、これ
まであまり認知されていない忍者に
関する史跡や地名（由来）、グルメ
など。（例：忍者が修行していたと
いわれる場所、忍者の絵を使った看
板、手裏剣の形のグッズ、忍者定食
など）
　どんな些細なことでも結構です。
たくさんの情報をお待ちしています。
※情報を提供していただいた中から
　抽選で 20 人に、伊賀地域の物産
　品などをプレゼントします。
※詳しくは市ホームページをご覧い
　ただくか、お問い合わせください。

【応募期限】　２月 28 日㈭　必着
【送付先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128
　伊賀流忍者観光推進協議会事務局

（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311
　　shoukan@city.iga.lg.jp

　中心市街地の本町通り周辺を中心
に、町家や商店など約 70 カ所に新
旧さまざまなひな人形を展示します。
　また飲食店や和菓子店では、ひな
祭りをテーマにした昼食やお菓子な
どを用意します。ほかにも豪華景品
が抽選で当たるクイズ＆スタンプラ
リーやおひなさん制作体験、おひな
さんにちなんだ俳句や絵手紙を通り
全体に展示するなど、楽しい企画が
盛りだくさんです。

【と　き】
　2 月 16 日㈯～ 3 月３日㈰
　午前 10 時～午後 4 時

【ところ】　本町通り周辺
【問い合わせ】
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311

伊賀上野・城下町の
　　　　　　  おひなさん

イベ
ント

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

インドネシアの食と踊りの
　　　　 文化を知ろう！！

イベ
ント

【と　き】　３月 17 日㈰
【ところ】　青山ハーモニー・フォレスト
《第 1部》
【と　き】　午前 10 時～午後１時
【内　容】
○インドネシア料理
　ソトアヤム（チキンスープ）など
の実習
○食事会

【参加費】　500 円
【申込受付開始日】　2 月 12 日㈫
【定　員】　30 人　※先着順
《第 2部》
【と　き】　午後１時～３時
【内　容】
○インドネシア民族舞踊
○トークショー
※第 2 部のみの参加も可能です。
　第２部は申し込み不要です。

【申込先・問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　ＦＡＸ 52-2174

学校用務嘱託員登録募集募集

【募集人数】
　若干名
※応募資格は問いません。

【採用予定日】
　４月１日

【勤務時間】
　平日の午前８時 30 分～午後５時
15 分
※学校により勤務時間を変更する場
　合があります。

【賃　金】
　137,600 円／月

【応募方法】
　履歴書を郵送または持参で提出し
てください。

【応募期限】
　２月 25 日㈪

【採用結果】
　面接実施後、本人に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。

【応募先・問い合わせ】　　　　　　
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の１　
　伊賀市教育委員会教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281
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介護相談員募集募集

　市内の介護保険施設などを訪問し
て利用者やその家族の気軽な「相談
役」となり、また、利用者と介護保
険施設などとの橋渡し役を担ってい
ただく介護相談員を募集します。

【応募資格】
　介護に関心があり、ボランティア
精神のある人で、介護保険施設など
へ自力で訪問できる人（現職で介護
保険関係の仕事をしている人は除く。）

【募集人数】　２人
【任　期】
　４月 1 日～平成 27 年３月 31 日

（再任あり）
【報　酬】
　6,000 円／日
※訪問は月３回程度

【応募方法】
　履歴書（写真添付）に応募理由

（400 字詰め原稿用紙３枚以内）を
添えて、郵送または持参で提出して
ください。

【応募期限】
　２月 27 日㈬
　午後５時 15 分　必着

【選考方法】
　書類選考・面接
※面接日などの詳細は後日連絡します。

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950

ウェルカムベビー教室募集

　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として、「ウェルカムベビー教室」
を開催します。妊婦さんはもちろん、
赤ちゃんのお世話をする家族も一緒
にご参加ください。

【と　き】　３月３日㈰
　午前 10 時～正午

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
○新生児の育児について
○妊婦体験（家族対象）、沐浴体験
○情報交換会　など

【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）

【定　員】　15 組　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳
【申込受付開始日】　２月８日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室募集

　離乳食の進み具合はいかがです
か？好き嫌いが出てきたり、自分の
手で食べたり、家族と同じ食卓で楽
しくおいしく食事ができたりと目覚
ましい成長がみられる時期です。こ
の時期からの食事、おやつを一緒に
作ってみましょう。

【と　き】
　２月 22 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階多目的室

【内　容】
　講話「離乳食３回食を中心に」・
離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着７人まで託児
　があります。（電話予約制）

【定　員】　20 人
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル

【申込受付開始日】
　２月 12 日㈫　
※先着順・電話予約制

【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

脂肪燃焼運動教室募集

　冬季は運動不足になりがちです。
楽しく動いて、肥満予防・運動不足
を解消しませんか？

【と　き】
　２月 19 日㈫～３月 29 日㈮
　毎週火：午後１時～２時
　毎週金：午前 11 時 15 分～正午

【ところ】
　青山保健センター運動施設

【内　容】
　運動指導・体力測定

【参加費】
　運動施設利用料（運動プログラム時）
　65 歳未満：500 円
　65 歳以上：300 円

【対象者】　市内在住の 18 歳以上の人
【定　員】　20 人程度
【申込受付開始日】　２月５日㈫
【問い合わせ】
　青山保健センター運動施設　
　☎ 52-4100
　（受付：午前 10 時～午後７時）
※月曜日休館

自動販売機設置事業者を
　　　　　　　公募します

募集

　公有財産を有効に活用するために、
市の施設へ自動販売機を設置する事
業者の一般競争入札を行います。

【対象施設】　
　上野ふれあいプラザ２階・各支所・
消防署など　10 物件

【設置期間】
　4 月 1 日から 1 年間（最長 5 年）

【入札予定日】
　３月５日㈫
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、市ホームページに掲載の実施要
領などをご覧いただき、参加要件や
設置に関する条件などをご確認くだ
さい。

【問い合わせ】
　管財課　
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

伊賀市の人口・世帯数
（平成 24 年 12 月 31 日現在）
 人口　97,875 人
 （男）47,569 人（女）50,306 人
世帯数　39,131 世帯

臨時給食調理員・
　  代替給食調理員登録募集

募集

【募集人数】
○臨時調理員：若干名
○代替調理員：定数なし
※応募資格は問いません。

【採用予定日】　４月１日
【勤務時間】
　午前８時 30 分～午後５時 15 分

【賃　金】　
　6,355 円／日（免許有り）
　6,045 円／日（免許無し）

【応募方法】　履歴書を郵送または持
参で提出してください。

【応募期限】　２月 25 日㈪
【採用結果】
　面接実施後、本人に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の１
　伊賀市教育委員会教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281


