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第 5回美
う ま

し国三重
市町対抗駅伝応援団員

募集

【と　き】　２月 19 日㈰
【ところ】
　三重県庁前～県営陸上競技場
【募集人数】　50 人程度
【応募方法】
　住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を記入の上、市町対抗駅伝応
援団参加希望と明記し、FAX・Ｅ
メール・持参のいずれかでお申し
込みください。
【応募期限】　２月８日㈬
【問い合わせ】　
　スポーツ振興課
　☎ 22-9680　ＦＡＸ 22-9692
　　sports@city.iga.lg.jp

伊賀上野NINJA
フェスタ2012実行部会委員

募集

　10 周年を迎える「伊賀上野 NINJA
フェスタ 2012」で、実行部会委員と
してフェスタの企画立案から運営にご
参加いただける人を募集します。
【参加資格】
①フェスタの企画・立案、開催期間
　中のイベント運営に積極的に関わっ
　ていただける人。
②市内在住の満 20 歳以上の人。
③市議会議員および市職員でない人。
④月１・２回開催される会議に出席
　可能な人。
※会議は平日の夜間に開催します。
⑤無償での参加をご了解いただける人。
※交通費、謝金の支給はありません。
【申込方法】　フェスタに対する思い、
アイデアなどを応募動機として簡単
な文章（様式は自由）にまとめ、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、
郵送・FAX・E メール・持参のいずれ
かでお申し込みください。提出して
いただいた書類は返却しません。
【申込期限】　１月 20 日㈮
【選考方法】　作文審査の上、年齢な
どによる委員の構成比率などを総合
的に考慮して決定します。
　参加決定者のみ１月 31 日㈫まで
にご連絡します。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀上野 NINJA フェスタ実行委
員会事務局（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311
　　shoukan@city.iga.lg.jp

伊賀上野NINJA
フェスタ2012協賛イベント

募集

　４月１日㈰から５月６日㈰に開催
される「伊賀上野 NINJA フェスタ
2012」において、フェスタの趣旨
にあった協賛イベントを募集します。
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。
　申込書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。
【ところ】
　中心市街地・上野公園を中心とし
た市内各所
【申込期限】　１月 20 日㈮
【助成金】
　企画内容が本事業目的と一致し、
実行委員会で審査した結果、適当と
認められる場合は３万円を上限に助
成します。ただし、予算の都合によ
り希望に添えない場合があります。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀上野 NINJA フェスタ実行委
員会事務局（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311
　　shoukan@city.iga.lg.jp

フットサルフェスティバル
参加チーム

募集

【と　き】
　３月 11 日㈰　午前９時～
【ところ】
　ゆめドームうえの　第１競技場
【募集チーム数】
　20 チーム　※先着順
【参加料】
　11,000 円　※保険料を含む。
【申込方法】
　所定の申込用紙に記入の上、参加
料を添えて持参してください。
【申込期間】
　２月１日㈬～ 20 日㈪
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】

スポーツ振興課
☎ 22-9680　
ＦＡＸ 22-9692
※参加資格など、
　詳しくは、お問
　い合わせいただ
　くか、市ホーム
　ページをご覧く
　ださい。

伊賀上野・城下町の
おひなさん絵手紙

　2 月 18 日㈯から開催の「伊賀上
野・城下町のおひなさん」で、本町
通り周辺に展示する絵手紙を募集し
ます。
【募集する絵手紙】
　官製はがきサイズで、おひなさん
をテーマに絵と文字が入ったもの。
※ご応募いただいた絵手紙は返却し
　ません。
【応募期限】　2 月 3 日㈮
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　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

同和施策審議会委員募集

　同和問題の解決を図るための必要
な施策を調査および審議するための
委員を募集します。
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上の人。
②市議会議員および市職員でない人。
③市が設置する審議会などの附属機
　関の委員でない人。
④平成 24 年３月１日現在における
　年齢が、70 歳未満の人。
【募集人数】　２人以内
【任　期】　２年
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【開催回数】　年２～４回程度
【応募方法】　
　「同和施策審議会委員への応募動
機」として 800 字以内にまとめ、
住所・氏名（ふりがな）・生年月日・
性別・電話番号を記入の上、郵送・
FAX・E メール・持参のいずれかで
提出してください。
【応募期限】　
　１月 27 日㈮　※午後５時必着
【選考方法】　作文審査および面接に
より選考し、委員の男女構成比率な
ど総合的に考慮して委員を選考しま
す。なお選考結果は応募者全員に通
知します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市人権生活環境部同和課
　☎ 22-9633　ＦＡＸ 22-9649
　　douwa@city.iga.lg.jp

募集
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市史編さん委員会委員募集

　市史編さん委員会をより円滑に
運営し広く市民の皆さんからご意
見をいただくため、公募委員を募集
します。
　この委員会は市史編さん事業の基
本方針や編さん計画などの必要な事
項に関し検討や提案を行います。
　市史編さん事業は、平成 28 年度
を目標に古代・中世、近世、近現代
の３つの時代に分けて、それぞれ資
料編と通史編および年表・索引の合
計７巻の刊行を予定しています。
【応募資格】
①市内在住で、満 20 歳以上 70 歳
　未満の人
②市議会議員および市職員でない人
※嘱託・臨時職員を含む。
【募集人数】
　２人以内
【任　期】　
　３月１日から２年間
【報　酬】
　6,000 円／日　
※市の規程に基づく。
【開催回数】
　年２回程度
※原則、平日の昼間２～３時間程度
　を予定
【応募方法】
　市史や郷土史に対する思いなどを

「市史編さん委員会委員への応募動
機」として自由様式で 800 字以内
にまとめ、住所 ･ 氏名（ふりがな）・
年齢・性別・職業・電話番号を記入
の上、郵送・FAX・Ｅメール・持参
のいずれかで提出してください。
【応募期限】
　１月 25 日㈬　※必着
※ FAX・Ｅメールの場合は同日午
　後５時受信分まで。
【選考方法】
　作文審査により選考し、年齢・
性別・地域間のバランスなどによ
る委員の構成比率を勘案して決定
します。
　選考結果は、応募者に書面で通知
します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0292 
　伊賀市阿保 1441 番地　
　伊賀市企画総務部総務課

市史編さん係
　☎ 52-4380　ＦＡＸ 52-4381
　　soumu@city.iga.lg.jp

ウィッツ青山学園高等学校
平成 24年度 4月期入学者

募集

　ウィッツ青山学園高等学校は、「意
育」（自ら選択、決断することがで
きる力を身につけることを目的とし
た教育）を理念に掲げる、市が認可
した単位制の高等学校です。
【募集人数】
◦全日制課程（寮生・通学生）　
　普通科：20 人　　
◦広域通信制課程：300 人
【入試日・出願期間】
■A日程
入試日：１月 26 日㈭
出願期間：１月 10 日㈫～ 20 日㈮
■B日程
入試日：２月 18 日㈯
出願期間：１月 10 日㈫～２月 10 日㈮
■C日程
入試日：３月 15 日㈭
出願期間：２月 20 日㈪～３月９日㈮
■追加募集
入試日：３月 29 日㈭
出願期間：３月 19 日㈪～ 28 日㈬
【試験内容】
■A・B日程
　作文・面接・選択１教科試験
■Ｃ日程・追加募集
　作文・面接
【受験料】
　15,750 円
【合格発表】
　試験日から７日以内に通知
【その他】
◦転入学についても、随時対応します。
◦個別学校見学会も実施しています
　ので、電話・FAX などでお申し
　込みください。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0204
　伊賀市北山 1373 番地
　ウィッツ青山学園高等学校　
　（担当　井上）
　☎ 53-1190　ＦＡＸ 53-1192
【問い合わせ】　教育総務課
　☎ 22-9675　ＦＡＸ 22-9691

【対象者】
　看護師の資格を取得するため、看
護専門学校または看護系大学に入学
または在学する学生
【募集人数】　
　若干名
【応募期限】
　２月 20 日㈪
【応募方法】　
　郵送または持参　※当日消印有効
【貸与金額】
　月額 50,000 円
【資金の返還】　返還を原則としま
すが、資格取得後、上野総合市民
病院へ勤務した年限に応じて返還
が免除されます。
【必要書類】
①履歴書
②入学証明もしくは在学証明書
【審査方法】
　書類審査・面接
※審査日は募集締め切り後、連絡 
　します。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0823
　伊賀市四十九町 831 番地
　上野総合市民病院　庶務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268

修学資金受給希望者募集

平成 24年度陸・海・空
自衛隊幹部候補生

募集

（一般・技術幹部候補生）
【受付期間】
　２月１日㈬～４月 27 日㈮　※必着
【応募資格】
①22 歳以上 26 歳未満の人
　（平成 25 年４月１日現在）
② 20 歳以上 22 歳未満で平成 25
　年３月大学卒業見込みの人
③大学院において正規の課程を２年
　以上修め、修士の学位を受けた人
　については、28 歳未満の人
【試験日・内容】
《１次試験》
◦５月 12 日㈯　
　筆記試験
◦５月 13 日㈰
　筆記式操縦適性検査

《２次試験》
◦６月 12 日㈫～ 15 日㈮の指定する日
　小論文・口述試験・身体検査
【問い合わせ】　
　自衛隊伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

～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


