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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

 
 

【勤務内容】
①給与支払報告書の確認作業や一般
　事務補助
②申告会場の端末入力作業や一般
　事務補助
【勤務期間】
①平成30年１月5日㈮～３月30
　日㈮の午前８時30分～午後５時
　15分
②平成30年２月・３月中の19日間
　午前８時30分～午後５時15分
※いずれも土・日曜日、祝日を除く。
【勤務場所】　課税課
【募集人数】
①５人程度　②３人程度
【賃　金】　6,590 円／日
※距離に応じて交通費支給あり
【応募方法】　履歴書を課税課へ持参
または郵送で提出してください。
【選考方法】　面接
【応募期限】
　11月 24日㈮　午後５時 15分
※郵送の場合は、当日消印有効
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116番地
　伊賀市財務部課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

募集しま
す

課税課臨時職員

悠々セミナー催し

【とき・内容】
※いずれも午後１時 30分～３時
○第６回　11 月 28日㈫
　演題：「最高のホスピタリティを知る」
　講師：東洋大学国際観光学部
　国際観光学科　准教授
　徳江　順一郎さん
○第７回　12 月 19日㈫
　演題：「異文化多文化で伊賀の未来
　を切り開く」　
　講師：NPO法人伊賀の伝丸
　代表理事　和田　京子さん
○第８回　平成 30年１月 23日㈫
　演題：「伊賀の石造物について」
　講師：市田　進一さん
○第９回　平成 30年２月 20日㈫
　演題：「万葉集を読む」
　講師：京都大学大学院　人間・環境
　学研究科　准教授　佐野　宏さん
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室
【対象者】
　20 歳以上の人
【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　11 月 28日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928番地）
【料　金】　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
　に連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター南部サテラ
イト　☎ 52-2715　ＦＡＸ 52-2281

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

女性のための
「さわやかで積極的な

自己表現トレーニング」

募集

【と　き】
　12月 12日㈫
　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階
ミーティングルーム
【内　容】
　自分らしく力を発揮で
きるように、職場や地域
で役立つアサーションスキル（自分
と相手を大切にする表現技法）を学
ぶ講座です。
　講師：キャリアコンサルタント
　乙倉　恵子さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話・ファックス・Eメー
ルのいずれかでお伝えください。
【申込受付開始日】　11 月７日㈫
【申込先・問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

第２回
竹細工指導者育成講座

募集

　竹を使った伝統的な遊び道具や竹
細工を継承していくため、指導者を
育成する講座を開催します。
　日頃、地域の子どもたちに指導し
ている人への上級者指導と、これか
ら継承していく指導者のための初級
講座をあわせて開催します。
【と　き】　11月 16日㈭
　午前９時 30分～正午
【ところ】　青山公民館　
【申込方法】　直接来館いただくか、
電話で申し込んでください。
【申込期限】
　11月 13日㈪　午後１時
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

海の幸・山の幸
物産まつり2017

催し

　伊賀市と志摩市で
は、平成27年度から
交流事業を実施して
おり、今年度は伊賀
市でイベントを開催します。
　「海の志摩市」と「山の伊賀市」の
両地域が連携し、互いの市の魅力を
市内外へ発信します。
【と　き】　12 月９日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　JAいがほくぶ「とれたて市ひぞっ
こ」前駐車場（平野西町１番地の１）
【内　容】
　伊賀米・伊賀牛などを使った食べ
物、伊賀焼、伊賀酒、志摩市の特産物
などの販売、ステージイベントなど
【問い合わせ】
　伊賀市・志摩市交流事業実行委員会
（農林振興課内）
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

税理士相談会募集

　税金・会計のことでお悩みの人は
お気軽にご相談ください。
【と　き】
　11月 11日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
【ところ】　名張産業振興センターア
スピア　４階
※予約優先（１人 30分程度）
【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎51-0932（午前９時～午後４時）
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

自衛官になりませんか募集

【募集種目】
　陸上自衛隊高等工科学校生徒（神
奈川県横須賀市）
【応募資格】
　平成13年４月２日から平成 15年
４月１日生まれの男子
【応募方法】
　電話でお問い合わせください。
【試験日】
○１次試験：平成30年１月20日㈯
○２次試験：平成30年２月１日㈭～
　４日㈰のうち指定する日
【試験種目】
○１次試験：筆記試験（国語・社会・
　数学・理科・英語・作文）
○２次試験：個別面接・身体検査
【試験会場】
○１次試験：受付時に案内
○２次試験：１次試験合格者に通知
　で案内
【合格発表】
○１次試験：平成30年１月26日㈮
○２次試験：平成30年２月16日㈮
【応募期限】
　平成 30年１月９日㈫
※詳しくはお問い合わせいただくか
　インターネットで「自衛隊三重」と
　検索してください。
※自衛官候補生は年間を通じて募集
　しています。
【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部伊賀地域
事務所　☎ 21-6720
【担当課】　総務課

多文化共生事業募集

　いろんな国のことを知って交流し
てみませんか。
【と　き】　11月 29日㈬
　午前 10時 30分～ 11時 30分
　午後１時 30分～２時 30分
【ところ】　多文化共生センター（上
野東町 2955番地）
【内　容】　キルギス（国）の紹介・
羊毛フェルトのクリスマスオーナメ
ント作り
　講師：元 JICA 協力隊　キルギス
　派遣　南出　幸子さん
【定　員】　10人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を、
電話または来所のいずれかでお伝え
ください。
【参加料】　500円（教材代含む）
【申込期間】
　11月 10日㈮～ 27日㈪
【申込先・問い合わせ】
　多文化共生センター
　☎ 22-9629　ＦＡＸ 22-9631

平成 30 年度 三重大学
医学部医学科推薦入試

地域枠Ｂの市長推薦

募集

　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた推薦入試地域枠Ｂ
の出願は、市長の推薦を受けること
が要件となります。
【推薦要件】
　次のすべての要件を満たす人
○三重大学の推薦要件を満たすこと
○扶養義務者が市内に３年以上居住
　していること
○卒業後、県内で地域医療に携わる
　と確約できること
※詳しくはお問い合わせいただくか
　市ホームページ・三重大学推薦入
　試学生募集要項をご覧ください。
【選考方法】　面接
【面接日時】
　11月 24日㈮　午後３時 15分
【必要書類】
　学校長の推薦依頼書など
【申込方法】
　郵送・持参
【申込期間】
　11月２日㈭～ 17日㈮　※必着
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116番地
　伊賀市健康福祉部医療福祉政策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9673

離乳食教室募集

【と　き】
　11 月 21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】
　離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食
【定　員】
　20 人　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手拭きタオル・
託児に必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】
　住所・子どもの氏名と生年月日・
参加する保護者の氏名・電話番号・
託児希望の有無を、電話・来庁・
ファックスのいずれかでお伝えくだ
さい。
【申込受付開始日】
　11 月８日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

「戌
いぬ

の春展」絵馬募集

　平成 30 年１月 12 日㈮から 15
日㈪まで開催する「戌の春展」に展
示する絵馬を募集します。
【対象者】　市内在住・在勤・在学の
高校生以上の人
【出品点数】　１人１点
※自作に限る。
【応募方法】
　上野公民館で用意する板を使って
新年の干支（戌）にちなんだ絵馬を
作成し、提出してください。
※板は 30人分用意しますので、上
　野公民館まで取りに来てください。
【応募期限】
　12月８日㈮
※作品は返却しません。
【応募先・問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692


