募集

ナースのための
カムバックセミナー

看護師資格はあるのに、結婚や出
産などを理由に退職した人や、ブラ
ンクがあり不安と感じている人など
を応援する研修会です。現場にス
ムーズに復帰ができるよう応援、支
援します。
【と き】 ２月 24 日㈫・25 日㈬
午前９時～午後３時
【ところ】 伊賀市立上野総合市民病院
【対象者】
看護師免許、または准看護師免許
の取得者で現在未就業の人、看護現
場への再就職を希望する人、他施設
で就業中の人
※４月までに看護師免許取得予定
（看護学生）の人も可能です。
【内 容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）
ME 機器の取り扱い、救急蘇生法、
医療安全対策
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児所があります。必要な場合は、
申し込み時にお申し出ください。
※昼食（両日）は、当院にてご用意
します。
【持ち物】 看護師免許証の写し
【申込期限】 開催３日前まで
【申込先・問い合わせ】
上野総合市民病院経営企画課
☎ 24-1111 FAX 24-1565
byouin-keiei@city.iga.lg.jp

募集

看護学生 修学資金制度

【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・在学する人で、養成施設を卒業
後、上野総合市民病院で看護師とし
て勤務を希望する人
【募集人数】 若干名
【貸与額】
月額 5 万円または月額 10 万円
【返還の免除】
養成施設を卒業後、１年以内に看
護師免許を取得し、引き続き次の期
間を上野総合市民病院で勤務した場合
○５万円の場合：貸与を受けた期間
に相当する期間
○ 10 万円の場合：貸与を受けた期
間の 1.5 倍に相当する期間
【必要書類】
①看護師等修学資金貸与申請書
②入学説明書または在学証明書
③履歴書（写真添付）
※申請書は上野総合市民病院にあり
ます。また、上野総合市民病院ホー
ムページからもダウンロードでき
ます。詳しくは、お問い合せくだ
さい。
【選考方法】 書類審査・面接・作文
【申込先・問い合わせ】
上野総合市民病院経営企画課
☎ 24-1111 FAX 24-1565

募集

伊賀市消防団員

消防団は、火災発生時の消火活動
をはじめ、地震・風水害などの大規
募集 IGA 地域情報交流カフェ
模災害での救出救助活動や災害危険
【と き】 2 月 24 日㈫ 午後 6 時
箇所の警戒巡視、防火防災啓発活動
～ 8 時（受付午後 5 時 30 分～）
など、その果たす役割は極めて大き
【ところ】
いものがあります。しかし、少子高
ゆめテクノ伊賀 ３階テクノホール
齢化などに伴い消防団員の確保が困
【内 容】 ○講演（午後６時～）
難になっています。
演題：
“ものづくり日本”の心で
市では、消防団員・支援団員・女
産業機器、医療機器、メンタルヘル
性消防団員を募集しています。大切
ス産業に感動を！
な人・まちを守りませんか。入団を
希望する人はご連絡ください。
講師：㈱プリンシプル
【入団資格】
代表取締役 中西 高義さん
市内在住で 18 歳以上の人
○参加者交流会（午後 7 時 20 分～）
詳しくは、ホームページをご覧く 【待遇など】
ださい。
（http://www.bunto.com） ○特別職の地方公務員
○年報酬、出動手当
【定 員】 40 人
○公務員災害補償
【申込先・問い合わせ】
○退職報償金 など
ゆめテクノ伊賀
【応募先・問い合わせ】
☎ 41-1061 FAX 41-1062
消防救急課
【問い合わせ】 商工労働課
☎ 24-9115 FAX 24-9111
☎ 22-9669 FAX 22-9628

募集

春休み中の障がい児童の
支援について

障がいのある小学生を対象に、春
休み中の活動の場の提供として日中
一時支援事業を行います。
【対象者】 障がいのある小学生（卒
業する児童を含む。）
【と き】
３月 26 日㈭～４月３日㈮
午前９時～午後４時
※土・日曜日を除く。
【ところ】 大山田小学校
【利用者負担金】
原則、自立支援給付費の１割
【申請期限】 ３月６日㈮
【申請先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9657 FAX 22-9662

募集「大好きは魔法のことば」

講演会

上野商工会議所社会文化部会の障
がい者就労支援事業活動として開催
します。
【と き】 ２月 22 日㈰ 午後１時
～３時（受付：午後０時 30 分）
講師：山元 加津子 さん
【ところ】 ゆめポリスセンター
※磁気誘導ループあり
【定 員】 100 人
【申込先・問い合わせ】 上野商工会
議所 ☎ 21-0527 FAX 24-3857
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9657 FAX 22-9662

募集

ウェルカムベビー教室

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】
３月１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
○情報交換会 など
【対象者】
妊婦とその家族（夫、母など）
【定 員】 15 組 ※先着順
【持ち物】 母子健康手帳
【申込開始日】 ２月９日㈪
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

ます

募集し

http://www.city.iga.lg.jp/

日直業務員
（臨時職員）

お知らせ
催
し
募 集

【勤務内容】 日直業務
青山支所への休日来庁者や電話な
どの対応・戸籍関係届出の受付など
【募集人員】 若干名
【勤務場所】 市役所青山支所庁舎
【勤務期間】 ４月１日～９月 30 日
（更新の可能性があります。）
【勤務時間】 午前８時 30 分～午後５時
【勤務形態】
シフト制による土・日曜日、祝日
の勤務（１人での勤務） 月３回程度
【賃 金】 6,500 円／日
【募集方法】 応募期限までに青山
支所へ履歴書を持参してください。
【選考方法】 面接
※面接日時は募集締め切り後に通
知します。
【応募期限】
２月 27 日㈮ 午後５時 15 分
※ 12 人で締め切ります。
【応募先・問い合わせ】 〒518-0292
伊賀市阿保 1411 番地
伊賀市青山支所振興課
☎ 52-1112 FAX 52-2174

募集

まちかど通信

三重県知事・
三重県議会議員選挙
期日前投票立会人

コラム
図書・救急など

【募集人数】 数名
※応募者多数の場合は抽選
【応募資格】 立会いを指定した日に
選挙権がある人
【期間・時間】 ３月 27 日㈮から４
月 11 日㈯のうち、委員会が指定す
る日の午前 8 時 30 分～午後 8 時
【業務内容】 投票管理者のもとで、
投票事務が公正に処理され、選挙人
が自由な意思に従って投票すること
ができるよう投票事務全般に立ち
合っていただきます。
【立会場所】
ハイトピア伊賀 期日前投票所
【報 酬】 日額 9,500 円
【応募方法】 はがきに、住所・氏名・
生年月日・電話番号をご記入の上、
郵送してください。
【応募期限】 ２月 16 日㈪ 必着
【応募先・問い合わせ】 〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市選挙管理委員会事務局
☎ 22-9601 FAX 24-2440
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募集

上級救命講習会

大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と き】 ３月８日㈰
①上級救命講習会：
午前９時～午後５時
②実技救命講習会：
午前 10 時～午後５時
【ところ】
中消防署西分署（治田 3547-21）
【講習内容】
救命に必要な応急手当・傷病者管
理・外傷の手当要領・搬送法
【対象者】
①上級救命講習：市内在住・在勤・
在学の 15 歳以上の人
②実技救命講習：市内在住・在勤・
在学の 15 歳以上で次のいずれかに
あてはまる人
○２月８日以降に市ホームページで
受講できる応急手当 WEB 講習を
修了した人
○平成 26 年３月８日以降に救命入
門コースを修了した人
【定 員】 30 人程度
【申込期間】
２月９日㈪～３月４日㈬
【申込方法】 消防救急課・各消防署・
各分署にある所定の用紙に記入の
上、お申し込みください。
申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
※当日は動きやすい服装で受講して
ください。
【申込先・問い合わせ】 消防救急課
☎ 24-9116 FAX 24-9111

募集

ゆめテクノ伊賀こども大学

春休みを利用して、楽しい工作や
科学の授業に参加しませんか。
【と き】 3 月 27 日㈮
午前 9 時 30 分～・午後 1 時 30
分～の２回
【ところ】
ゆめテクノ伊賀 ３階テクノホール
【対象者】 小学生
【内 容】
○食塩の不思議
○デンプンのりといも版を作ろう！
【講 師】 三重大学名誉教授
【定 員】 各回 30 人
【申込方法】
チラシ、または伊賀市文化都市
協 会 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
bunto.com）掲載の応募用紙に必
要事項を記入の上、官製はがきに貼
付し郵送してください。
【申込期限】
2 月 27 日㈮ 当日消印有効
応募者多数の場合は公開抽選会を
行います。
【抽選日時】 3 月 5 日㈭
午前 10 時よりゆめテクノ伊賀に
て行います。
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0131
伊賀市ゆめが丘１丁目 3-3
ゆめテクノ伊賀 ☎ 41-1061
【問い合わせ】 商工労働課
☎ 22-9669 FAX 22-9628

募集

超脂肪燃焼ボクササイズ

【と き】
２月 19 日㈭ 午後７時 30 分～
募集 自動販売機設置事業者を
８時 30 分（受付午後６時 45 分～）
公募します 【ところ】
市の施設へ自動販売機を設置する
ゆめドームうえの 第１競技場
事業者の一般競争入札を行い、公有 【講 師】 陶山 美佐さん
財産の有効活用を図ります。
【対象者・募集人数】 登録講習会修
【対象施設】 島 ヶ 原 ふ れ あ い の 里
了者・一般（中学生以上）
（やぶっちゃ）、上野総合市民病院、 ※先着 150 人
水道部など 17 物件
【受講料】 損害保険料含む。
【設置期間】
登録者：400 円、一般：600 円
4 月 1 日から 1 年間（最長 5 年） 【服装・持ち物】 運動のできる服装、
【入札予定日】 ３月４日㈬
タオル、体育館シューズ、登録修了
詳しくは、お問い合わせいただく
証（修了者のみ）
か、市ホームページに掲載の実施要 【申込開始日時】 ２月２日㈪午前９
領などをご覧いただき、参加要件や
時から電話受付開始
設置に関する条件などをご確認くだ 【問い合わせ】
さい。
ゆめドームうえの ☎ 22-0590
【問い合わせ】 管財課
スポーツ振興課
☎ 22-9610 FAX 24-2440
☎ 22-9635 FAX 22-9666
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