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募集 放課後子どもプラン
施策検討委員会委員

　放課後などの子どもたちの安全で
健やかな居場所づくりを推進するた
めの方法を検討する「放課後子ども
プラン施策検討委員会」の委員を募
集します。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】　
①市内在住で、８月１日現在、満 20
　歳以上 70 歳未満の人（市議会議
　員・市職員を除く。）
②市が設置する審議会・市の附属機
　関の委員でないこと
【任　期】　２年
【報　酬】　6,000 円／回
※市の規定による。
【開催回数】
　年２回程度（原則、平日の昼間２
時間程度を予定）
【応募方法】　
　応募動機を 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・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。
【選考方法】　
　作文審査（委員の構成比率などを
総合的に考慮して決定します。）
　受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】　６月 19 日㈮　※必着
【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　ＦＡＸ 22-9692
　　gakushuu@city.iga.lg.jp

甲種防火管理新規講習会募集

【と　き】
　６月 25 日㈭・26 日㈮
　午前９時～午後４時
【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室

【定　員】　80 人　※先着順
【申込方法】
　写真１枚（横３cm ×縦４cm）・
印鑑・テキスト代（2,600 円）を
持参の上、お申し込みください。
【申込期間】
　６月８日㈪～ 12 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

　体験や講座を通して障がいへの理
解を深め、ボランティア活動を始め
るためのきっかけとなる講座を開催
します。
【と　き】　
　開講式：６月 27 日㈯
　午前 10 時～正午
※平成 28 年２月までの全８回
【ところ】　
　心身障害児療育施設　かしのみ園　
ほか
【申込期限】　
　６月 22 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　(福)伊賀市社会事業協会生活介護
事業所かしの木ひろば
　☎／ＦＡＸ 21-2745
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

心身障がい児・者
ボランティア講座

募集

元気に楽しみましょう！
体力チェックとニュースポーツ

募集

【と　き】
　６月 21 日㈰
　午前９時 15 分～正午
【ところ】
　城東中学校　体育館
【内　容】
◦レク式体力チェック（６つ測定）
◦ニュースポーツ・レク体験（ラダー
　ゲッター、ディスコン、ユニカー
　ル・レクゲームなど）
【対象者】
　17 歳以上で、健康・スポーツ・
レクリエーションに関心のある人
【定　員】
　30 人　※先着順
【持ち物】　
　体育館シューズ・飲み物
※運動のできる服装でご参加ください。
【申込方法】
　電話 ･ ファックス ･ E メール
※ファックス ･ E メールの場合は、住
　所 ･ 氏名・性別・年齢・電話番号・
　プログラム名を記入の上、お申し
　込みください。
【申込期限】
　６月 12 日㈮　午後４時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市レクリエーション協会（ス
ポーツ振興課内 )
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9666
　　sports@city.iga.lg.jp

帯締め製作体験募集

　伊賀が世界に誇る伝統的工芸品で
ある組みひもの、帯締めが完成する
までの製作体験講座を開催します。
　“世界に一つ”の自分だけの帯締
めを作りましょう。
【と　き】
①７月４日㈯
　「糸扱い実習（糸付け・玉付）」
② 7 月 11 日㈯
　「組み方説明・組み上げ作業」
③７月 25 日㈯
　「組み上げ・完成・仕上げ作業」
※すべて午前 10 時～正午
※ 3 回連続の講座です。全回受講し
　てください。
【ところ】　青山公民館
【受講料】　3,000 円（材料費）
【募集人数】　10 人　※先着順
【申込受付開始日時】
　６月８日㈪　午前 8 時 30 分
【申込方法】　電話もしくは直接
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

救命入門コース募集

　事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　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】　７月 5 日㈰
　午前９時～ 10 時 30 分
【ところ】　中消防署西分署　
【内　容】　心肺蘇生法（成人）と
AED の使い方
【対象者】　市内在住・在勤または在
学の小学校４年生以上の人
【定　員】　30 人程度
【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。
【服　装】
　当日は動きやすい服装で受講して
ください。
※講習修了者には参加証を交付します。
【申込期間】
　６月９日㈫～７月２日㈭
【申込先・問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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障がい者の職場実習生募集

　障がいのある人の雇用を促進する
ため、本庁舎内で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障害者手帳（身体・療育・精神）
　をお持ちの 18 歳以上の人
③伊賀管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（家族の送迎
　を含む。）が可能な人
【募集人数】　１人
【実習期間】
　８月３日㈪～ 11 月 27 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５時間の週３日
勤務（平日のみ）とし、施設などか
らの指導員が職場での支援を行います。
【実習生手当】　2,940 円／日
【募集期限】
　６月 22 日㈪
※申し込み多数の場合は選考
【申込先・問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

国税職員（高校卒業程度）募集

【職　種】　税務職員
【受験資格】　
①４月１日現在、高等学校または中
　等教育学校を卒業した日の翌日か
　ら起算して３年を経過していない
　人・平成 28 年３月までに高等学
　校または中等教育学校を卒業する見
　込みの人
②人事院が①に掲げる人に準ずると
　認める人
【申込期間】　
◦インターネット：６月 22 日㈪～
　７月１日㈬
◦郵送・持参：６月 22 日㈪～ 24
　日㈬
【試験日】
　第１次試験：９月６日㈰
　第２次試験：10 月 14 日㈬～ 23
日㈮のいずれか指定する日
【申込先・問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課試験係
　☎ 052-951-3511（内線 3450）
　国税庁ホームページ
　 http://www.nta.go.jp

放送大学 平成２７年度
第２学期（１０月入学）学生

募集

　放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。
【学生の種類】
◆教養学部学生
◦科目履修生：半年間在学し、興味
　のある科目を選ぶ。
◦選科履修生：1 年間在学し、興味
　のある科目を選ぶ。
◦全科履修生：4 年以上在学し、大
　学卒業をめざす。
◆大学院生
◦修士科目生：半年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。
◦修士選科生：1 年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。
【入学資格】
◦全科履修生は 18 歳以上で、高等
　学校卒業またはこれと同等以上の人
◦科目履修生・選科履修生は 15 歳
　以上の人
◦修士科目生・修士選科生は 18 歳
　以上の人
【入学試験】　なし
【学習方法】　
　自宅のテレビ（BS デジタル放送・
ケーブルテレビ放送）で放送授業を
視聴または放送大学三重学習セン
ター ( 三重県総合文化センター内 )
の DVD などの利用、もしくは放送
授業のインターネット配信を利用し
て学習します。
※ケーブルテレビは一部地域で視聴
　できない場合があります。
【募集期間】
　第１回出願受付：
　６月 15 日㈪～８月 31 日㈪
　第２回出願受付：
　９月１日㈫～ 20 日㈰
【応募先・問い合わせ】
　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ 059-233-1179

平成 27 年度下水道排水
設備工事責任技術者試験

募集

　排水設備工事を施工するために
は、市で指定工事店としての指定を
受ける必要があります。  
　この指定を受けるためには、（公財）
三重県下水道公社が発行する下水道
排水設備工事責任技術者証が必要で
す。指定を受けようとする人がまだ
排水設備工事責任技術者証をお持ち
でない場合は、下水道排水設備工事
責任技術者試験を受験してください。
【と　き】
　11 月 25 日㈬　午後１時～ 
【ところ】
　三重県総合文化センター（津市一
身田上津部田 1234）
【内　容】　
①下水道に関する一般知識 
②排水設備に関する法令 
③事務手続き 
④設計や施工、維持管理に関するもの 
【手数料】
　8,000 円 
【申込書類】
　（公財）三重県下水道公社ホームペー
ジ（http://www.mie-kousha.or.jp/）
からダウンロードできます。連絡を
いただいた人には郵送しています。
【申込方法】
　郵送（簡易書留）・持参
【申込期間】　
　７月 1 日㈬～ 8 月 24 日㈪　当
日消印有効 
【申込先・問い合わせ】　
　〒 515-0104
　松阪市高須町 3922 番地 
　（公財）三重県下水道公社総務課 
　☎ 0598-53-2331
　ＦＡＸ 0598-53-4867
　下水道課
　☎ 43-2318　ＦＡＸ 43-2320

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
すると、市からの緊急情報メール
が受け取れます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

QR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


