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【募集人数】
○看護師：20人程度
○理学療法士：若干名
【応募資格】
○看護師：昭和 32 年４月２日以
降生まれで、看護師免許を持って
いる人・平成 29 年３月末までに
取得見込みの人
○理学療法士：昭和 37 年４月２
日以降生まれで、理学療法士免許
を持っている人
【採用予定日】
○看護師：
　平成 29年１月１日・４月１日
○理学療法士：11 月１日
【勤務条件】
○看護師：給与は、基本給・病院
勤務手当・夜間看護手当などを支
給します。勤務は、変則３交替と
２交替です。
○理学療法士：給与は、基本給・病
院勤務手当などを支給します。
【休　暇】　
○看護師：4 週 8休制
○理学療法士：週休 2日制
　年次有給休暇・特別休暇・病気
休暇・介護休暇など
【選考試験日・応募期限】　
○看護師：
① 10月 21日㈮　午後
　（締め切り：10月 11日㈫）
②平成 29年１月 20日㈮　午後
　（締め切り：平成29年１月10日㈫）
○理学療法士：９月 16日㈮
　（締め切り：９月５日㈪）
※時間などは応募者に後日お知ら
　せします。
【試験会場】　上野総合市民病院
【選考方法】　作文・面接	
【提出書類】
○伊賀市職員選考採用試験受験申
　込書（１通）
○外国籍の人は、住民票などの在
　留資格を証する書類（１通）
【申込先】
○〒 518-0823　伊賀市四十九町
　831番地　伊賀市立上野総合市
　民病院事務部病院総務課
○人事課
【問い合わせ】
　上野総合市民病院総務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
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英語でメロピーヨガ募集

　英語を話しながらヨガを体験しま
す。心も体もリラックスして、英語
に親しんでみませんか。
【と　き】
　９月 15 日・29 日、10 月６日・
13日
　すべて木曜日、午前 10時～ 11時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的小研
修室　　　　
【講　師】　C

こ ー え ん

ohen　佑子さん
【定　員】　10人　※先着順
【受講料】
　会員：500円、非会員：800円
【持ち物】
　ヨガマット・飲み物・タオル
※動きやすい服装で参加してください。
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　８月 25日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

『ハーブの寄せ植え＆
ハーブのおはなし』講座

募集

　丈夫で育てやすい５種類のハーブ
を使って、季節の寄せ植え作りを体
験します。
　香り豊かなハーブティーをいただ
きながら植え方や育て方を学びま
しょう。
【と　き】　９月３日㈯
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】　青山公民館　１階
【内　容】
○ハーブの寄せ植え体験
○ハーブの育て方のおはなし
【定　員】　18人　※先着順
【参加費】　750円
※植木鉢代を含む。
【持ち物】
　エプロン・園芸手袋・新聞紙・移
植ゴテ・ゴミ袋（大）・ハーブティー
用のコップ
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込受付開始日時】
　８月８日㈪　午前８時 30分
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

合同就職セミナー催し

　地元就職を促進するため、就職セ
ミナー（U・J・I ターンを含む合同
求人説明会）を開催します。
【と　き】
　９月２日㈮
　午後１時～４時
【ところ】
　上野フレックスホテル
【内　容】
○求人企業：
　市内企業・周辺企業など約 35社
○求職者：
　来春卒業予定の大学生・短大生・
専門学生、未就職者、転職希望者
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669
　ＦＡＸ 22-9628
　上野商工会議所
　☎ 21-0527
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210
　名張商工会議所
　☎ 63-0080

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】
　８月 23日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【参加費】　200円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。認知症の人が参加す
　る場合は、事前にご連絡ください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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創業スタートアップセミナー
＆創業スクール 2016

募集

　伊賀地域で創業などを考えている
人を対象に創業スクール 2016 を
開催します。
　開催に先立ち、無料体験講座とし
て創業スタートアップセミナーを開
催しますので、ふるってご参加くだ
さい。
◆創業スタートアップセミナー
【と　き】　８月 20日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
【ところ】
　大山田産業振興センター　どんぐ
りホール
【内　容】
○創業スクール 2016の紹介
○基調講演～創業するにあたっての
　注意点～
【定　員】
　50人　※先着順
【申込期限】
　８月 12日㈮
◆創業スクール 2016
【と　き】
　８月 27 日、９月３日・10 日・
17日・24日の５日間
　すべて土曜日、午前９時 30分～
午後４時 30分
【ところ】　ゆめテクノ伊賀
【内　容】
　創業を成功させるポイントなど開
業基礎知識の習得とビジネスプラン
の作成
【定　員】
　30人　※先着順
【受講料】　10,800 円
【申込期限】
　８月 19日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

未利用間伐材バイオマス利用
推進事業補助金

募集

　災害に強い森林づくりにつなげる
ため、未利用間伐材の搬出重量に応
じて補助金を交付します。
【対　象】　木質バイオマス資源とし
て有効活用できる未利用間伐材の搬
出を行う森林所有者など
【補助金の額】
　市内の一定の条件を満たした場所
への搬出重量１t当たり 2,500 円
【申請方法】
　あらかじめ、「発電利用に供する
木質バイオマス証明材取扱者の登
録」を行った上で、申請期限までに、
未利用間伐材の搬出重量を証明する
書類、搬出状況の写真など必要な書
類を添えて申請してください。
※交付条件など、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。
【申請期限】
○７月１日～９月末日の搬出分：
　10月７日㈮
○７月１日～ 12月末日の搬出分：
　平成 29年 1月 10日㈫
○ 10 月１日～平成 29年 2月末日　
　の搬出分：平成 29年３月７日㈫
【申請先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128番地
　伊賀市産業振興部農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

緊急間伐・搬出間伐
推進事業補助金 ２次募集

募集

　市内の森林を適正に管理し、森林
の持つ多面的な機能を持続させるた
め、間伐本数に応じて補助金を交付
します。
【対　象】　交付決定から１月末まで
に一定の条件を満たす伐採率30％以
上の間伐や搬出を行う森林所有者など
【補助金の額】　（１本当たり）
○林令がおおむね 26～ 35年生
　切置間伐：111円
　搬出間伐：199円　　
○林令が 36～おおむね 60年生
　切置間伐：159	円
　搬出間伐：284円
【申請方法】　農林振興課・各支所振
興課（上野支所を除く。）・伊賀森林組
合にある申請書に必要事項を記入の
上、郵送か持参で提出してください。
【申請期限】　８月 31日㈬
※予算の都合で伐採本数を調整する
　ことがあります。
※バイオマス利用のために搬出した
　分は搬出間伐の対象に含めること
　ができません。
【申請先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128番地
　伊賀市産業振興部農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

健康体操教室
「気のめぐりと健康」

募集

　日常生活の中で手軽に行える健康
体操教室を開催します。日頃の疲れ
を癒したい人、健康に関心がある人
はぜひご参加ください。
【と　き】　８月 27日㈯
　午後１時 30分～３時
【ところ】　伊賀市盲人ホーム（寺町
1184番地の 3）
【講　師】　健康体操指導員
　木下　美佐子さん
【定　員】　15人程度
【申込期限】
　８月 24日㈬
※動きやすい服装で参加してください。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市盲人ホーム
　☎ 23-1511
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

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】　９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】　妊婦体験（家族対象）・
沐浴体験・赤ちゃんを感じてみよう
（心音を聞く）・情報交換会　など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
※心音を聞くことができる妊娠５カ
　月以降の受講をおすすめします。
【定　員】　15組　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳
【申込受付開始日】　８月 19日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666


