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山田診療所勤務の
　　　　  看護業務嘱託員

募集

【募集人数】　１人
【応募資格】　看護師免許を持っている人
【採用予定日】　９月２日
【任用期間】　平成26年３月31日まで
【勤務場所】
　伊賀市国民健康保険山田診療所
【勤務時間】　平日の月～金曜日
　午前８時 45 分～午後０時 15 分
【報　酬】　5,000 円／日
【応募締切日】　７月 31 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　国民健康保険山田診療所
　☎ 47-0305　ＦＡＸ   47-0139

スポーツ少年団団員募集

　伊賀市スポーツ少年団は、多くの
子どもたちにスポーツの楽しさを
知ってもらい、健康な身体と心を育
てることを目的に活動しています。
　スポーツに少しでも興味のある子ど
もたちの加盟をお待ちしています。
　また、地域で活動しているチーム
の新規加盟も募集しています。
【申込締切日】　７月 31 日㈬
【申込先・問い合わせ】　伊賀市ス
ポーツ少年団事務局（スポーツ振興
課内）　☎ 47-1284　ＦＡＸ   47-1290

裁判所職員採用一般職試験  
　　　　　  （高卒者試験）

募集

【受付期間】　７月 16 日㈫～ 25 日㈭
【申込方法】　郵送（簡易書留）
【第１次試験日】　９月 15 日㈰
【受験資格】
○平成 25 年４月１日において高等
　学校卒業後２年以内の人
○平成 26 年３月末までに高等学校
　を卒業する見込みの人
　詳しくはお問い合わせいただくか、
裁判所ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】　津地方裁判所事務局
総務課　☎ 059-226-4805

離乳食教室募集

　「離乳食ってどうやって作るの？」
というお母さんや同じ月齢の赤ちゃ
んがいるお友達を作りたいという人
はぜひご参加ください。
【と　き】　７月 18 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　大山田保健センター　
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」・栄養相談
※申し込み不要
【持ち物】　母子健康手帳
【問い合わせ】 　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

■問い合わせ　生涯学習課　
　　　　　　　☎ 22-9679　ＦＡＸ   22-9692

◆◆青少年に有害な環境をなくす活動などの推進青少年に有害な環境をなくす活動などの推進
　青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、関　青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、関
係者の協力を求めることで青少年を取り巻く有害環境係者の協力を求めることで青少年を取り巻く有害環境
をなくす活動を推進します。をなくす活動を推進します。

◆研修会などの開催
　青少年健全育成に関する講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成についての理解を深めていきます。

　非行問題や交友問題など青少年の悩みを解決する
ため、伊賀市青少年センター主任補導員が電話や面
接により、適切な指導・助言を行います。お気軽に
ご相談ください。

◦伊賀市青少年センター

《と　き》　月～金曜日　午前 9 時～午後 4 時
　　　　　※祝日は除く。
《ところ》　伊賀市青少年センター
　　　　　（上野ふれあいプラザ　３階）
《相談先》　☎ 24-3251

◆青少年に有害な環境をなくす活動などの推進
　青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、関
係者の協力を求めることで青少年を取り巻く有害環境
をなくす活動を推進します。

　子どもたちが楽しみにしている夏休みがもうすぐ始まります。子どもたちにとっては、普段、
体験できないことをするよい機会となります。しかし、「学校が休み」という開放感から生活が
不規則になりがちで、問題行動が発生しやすい時期でもあります。
　明日の伊賀市を担う子どもたちを社会全体で育むため、家庭・学校・地域が一体となって青少
年健全育成の取り組みを推進することが必要です。このため、伊賀市青少年育成市民連絡会議と
教育委員会では次の課題に取り組んでいます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

７月は
　青少年の非行・被害防止全国強調月間です

　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

雇用創出につながる　　　
　　企画提案を募集します

募集

　起業後 10 年以内の民間企業や
NPO などを対象に、起業支援型雇
用創造事業の企画提案を募集しま
す。これは、起業して間もない企業
などに、今回募集する事業を委託す
ることで、企業の成長を促すととも
に、失業者の雇用の場を確保しよう
と行うものです。
【対象事業】　
①中心市街地活性化に役立つ事業
②地域課題を解決しようとする事業
【募集期限】
　７月 19 日㈮
※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。
【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 43-2306
　ＦＡＸ   43-2311
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― 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
　岡波

２
　名張

３
岡波・名張

４
　名張

５
　上野

６
　名張

７
　名張

８
　岡波

９
　上野

10
岡波・名張

11
　名張

12
　上野

13
　上野

14
　岡波

15
　岡波

16
　名張

17
岡波・名張

18
　名張

19
　上野

20
　名張

21
　名張

22
　岡波

23
　上野

24
岡波・名張

25
　名張

26
　上野

27
　上野

28
　岡波

29
　岡波

30
　名張

31
岡波・名張

≪各病院の受け入れ体制≫
　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。
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
　≪実施時間（岡波総合病院のみ）≫
　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
　※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時 45 分

≪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。

自衛官になりませんか募集

【受付期間】
　８月１日㈭～９月６日㈮
《自衛官候補生》　職種職域に応じた
技術を習得するコース（陸２年・海
空３年の任期制）
試験日：９月 16 日（月・祝）
試験内容：筆記試験・適性検査・身
体検査・口述試験
試験会場：三重県伊賀庁舎（四十九町）
《一般曹候補生》　中堅リーダーをめ
ざすコース（非任期制）
試験日：９月 16 日（月・祝）１次試験
試験内容：筆記試験・適性検査・身
体検査・口述試験
試験会場：三重県伊賀庁舎（四十九町）
《航空学生》　海・空のパイロットを
養成するコース
試験日：９月 21 日㈯　１次試験
試験内容：筆記試験・適性検査・身
体検査・口述試験
試験会場：陸上自衛隊久居駐屯地（津市）
　詳しくはお問い合わせください。
また、試験の合否は、自衛隊三重地
方協力本部ホームページで確認いた
だくか担当広報官からお伝えします。
【問い合わせ】
　防衛省自衛隊三重地方協力本部伊
賀地域事務所
　☎ 21-6720

七夕笹飾りコンクール募集

　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 31 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 30 日㈫
○笹飾りの搬入：７月 31 日㈬
【申込期限】　７月 16 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
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

鈴鹿８時間耐久ロードレース   
　観戦に高校生以下の人を
　　　　　　  招待します

募集

【と　き】　7 月 27 日㈯・28 日㈰
【レース名】　“コカ・コーラ ゼロ”
鈴鹿８時間耐久ロードレース 第 36
回大会
【対象者】　高校生以下の人　
【受付場所】　鈴鹿サーキット メイ
ンゲートチケット券売所
【受付時間】　メインゲートオープン
後～午前 11 時
【持ち物】
　市内在住の証明ができる物（健康
保険証や学生証・保護者のものも可）
※事前申し込み不要。必ず保護者と
　同伴でご来場ください。
【観戦場所】
　自由席でご観戦ください。
※駐車料金（鈴鹿サーキット直営駐
　車場）が別途 1,000 円必要です。
※駐車場が満車の場合は、民営駐車
　場をご利用ください。
※同伴の保護者には、当日受付にて
　優待価格で販売
　詳しくは、鈴鹿サーキットホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695


