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　会員独自の活動を尊重し、情報交
換を通じてネットワークを強化しなが
ら、男女が共にその個性と能力を十
分に発揮することができる男女共同
参画社会の実現のために、男女共同
参画ネットワーク会議（愛称・いきい
きネット）を設置しています。その会
議に新たに加入を希望する団体、サー
クル、個人会員を募集します。
【対象者】
　市内で活動中の男女共同参画推進
に賛同していただける団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと
【主な活動内容】
　男女共同参画フォーラム「いきい
き未来いが」の開催や、ネットワー
ク会議会員相互の交流や研修など
【申込方法】　
　市ホームページまたは伊賀市男女
共同参画センターにある申込書に必
要事項を記入の上、お申し込みくだ
さい。
【申込期限】　７月 20 日㈮
【問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

男女共同参画ネットワーク会議
　　　　　　　 新規会員募集

募集

伊賀市生涯学習推進委員会
　　　　　　　　 　委員募集

募集

聴覚障がい者等携帯電話Eメー
ル１１９番通報利用登録制度

募集

　携帯電話の E メールを利用した
119 番通報ができます（伊賀市内
に限ります）。利用にあたっては、
事前に登録が必要です。
【対象者】　市内在住の聴覚障がい、
音声機能・言語機能障がいの身体障
害者手帳 1・2 級をお持ちで、音声
による 119 番通報が困難な人
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　消防救急課
　☎ 24-9110　ＦＡＸ 24-3544

　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

　市内公立保育所（園）で臨時保育
士を募集します。
【必要な資格】　保育士資格
【募集人数】　10 人程度
【勤務時間】
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　（早出・遅出あり）
【賃　金】　8,600 円／日（常勤）
【提出書類】　履歴書・保育士証の写し
【申込期間】　随時受付
【申込先・問い合わせ】
　こども家庭課
　☎ 22-9655
　ＦＡＸ 22-9646

公立保育所（園）
　　　　  臨時保育士募集

募集「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

　市の将来像「ひとが輝く 地域が
輝く～住み良さが実感できる自立と
共生のまち～」を実現するために、
すべての市民が主体性を持って学習
し、充実した人生を送るための生涯
学習の指針となる大綱を策定してい
ます。この基本計画の推進について
審議・評価していただく委員を募集
します。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上の人（市
　議会議員・市職員を除く。）
②市が設置する審議会および市の附
　属機関の委員でないこと
③９月１日における年齢が 70 歳未
　満であること
【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
※原則として平日の昼間２時間程度
　を予定
【応募方法】
　「伊賀市生涯学習推進委員会委員
への応募動機」として 800 字以内

（様式は自由）にまとめ、住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・性別・
職業・電話番号を記入の上、郵送・
E メール・持参のいずれかで提出し
てください。
【応募期限】
　７月 26 日㈭必着
【選考方法】
　作文審査・面接
※性別・地域間バランス・年齢など
　による委員の構成比率を総合的に
　考慮して選考します。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】
　〒 518-0873　
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市教育委員会生涯学習課
　☎ 22-9679　
　　gakushuu@city.iga.lg.jp

　障がいのある人の職場実習を行
い、その成果を広く企業などへ啓発
することにより雇用の促進を図るこ
とを目的として、本庁舎内などで障
がい者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障がい者手帳（身体・療育・精神）
　をお持ちの 18 歳以上の人
③伊賀・名張市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が可能な人
　（家族の送迎を含む。）
【募集人数】　１人
【実習期間】
　９月３日㈪～ 12 月 28 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６時間の週３日
勤務（平日のみ）とし、施設などの
指導員が職場での支援を行います。
【実習生手当】
　3,530 円／日
【募集期間】　7 月９日㈪～ 31 日㈫
※申し込み多数の場合は選考します。
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

障がい者の職場実習生を
　　　　　　  募集します

募集
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七夕笹飾りコンクール募集

― 7 月の二次救急実施病院 ―

＊小児科以外の診療科です。

実施時間帯　平日：午後 5 時～翌日午前 8 時 45 分
土・日・祝日：午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分

日 月 火 水 木 金 土

1
　名張

2
　岡波

3
　名張

4
岡波・名張

5
　名張

6
　上野

7
　上野

8
　岡波

9
　岡波

10
　上野

11
岡波・名張

12
　名張

13
　上野

14
　名張

15
　名張

16
　岡波

17
　名張

18
岡波・名張

19
　名張

20
　上野

21
　上野

22
　岡波

23
　岡波

24
　上野

25
岡波・名張

26
　名張

27
　上野

28
　上野

29
　名張

30
　岡波

31
　名張

≪各病院の受け入れ体制≫
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　開業医または応急診療所の紹介および救急車を受け入れます。

【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
≪実施時間≫　月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５
時～翌日午前８時 45 分　日曜日：午前９時～翌日午前８時 45 分
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
【所在地】　上野桑町 1615 番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　
　月～土曜日：午後８時～ 11 時
　日曜日・祝日：
　午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　救急医療情報センター（☎24-1199）へお問い合わせください。

※重傷者が重なり、診察できない場合があります。
　また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

【と　き】
　７月13日㈮・27日㈮、8月10日㈮・
17 日㈮、9 月７日㈮・21 日㈮
　午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】
　市内に住所のある１歳～未就学の
幼児とその母親
【内　容】
　母親の体形戻しやこりほぐしを中
心にした運動を親子で行います。
【定　員】
　10 組
【参加費】
　大人：300 円
　子ども（3 歳以上）：100 円
　（まめの館利用料）
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会 ( 無料 ) の受講
　が必要です。
【申込受付開始日】
　７月４日㈬
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163
　ＦＡＸ 59-3196

おやこDEのびのび教室募集

　銀座商店街では、夏の風物詩とし
て皆さんに親しまれている「七夕笹
飾りコンクール」を開催します。
　そこで、笹飾りの飾り付けをする
個人・団体の皆さんを募集します。
【開催期間】
　７月 27 日㈮～８月６日㈪
【内　容】
　笹竹は銀座商店街で準備します
が、飾り付けは各自でお願いします。

（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
　○笹竹の支給　　７月 23 日㈪
　○笹飾りの搬入　７月 27 日㈮
【申込期限】
　７月 13 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　ＦＡＸ 24-2065
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

外国語講座受講生募集募集

　外国人住民や外国人観光客と外国
語でコミュニケーションを取ってみ
ませんか？
【講　座】　各講座全 10 回
①スペイン語講座
　７月 17 日㈫から９月 25 日㈫ま
での火曜日
※８月 14 日を除く。
②ブラジルポルトガル語講座
　７月 19 日㈭から９月 27 日㈭ま
での木曜日
※８月 16 日を除く。
③英語で町案内講座
　７月 23 日㈪から８月 31 日㈮ま
での月・金曜日
※８月 13・17 日を除く。
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室
【定　員】
　各講座 20 人
　（15 人未満の場合は行いません。）
【参加料】
　各講座 10,000 円（テキスト代別）
【申込先・問い合わせ】
　NPO 法人伊賀の伝丸
　☎ 23-0912
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641


