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市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

男女共同参画審議会委員募集

　男女が互いの人権を尊重しつつ、
社会のあらゆる分野において協働し
て取り組み、男女共同参画社会の実
現を目的として「男女共同参画基本
計画」を策定しています。
　この基本計画の策定や変更、施策
の実施状況に関する評価などを審議
していただく委員を募集します。
【募集人数】
　３人以内
【応募資格】
①市内在住・在勤で満 20 歳以上の人
②市議会議員・市職員でない人
③市が設置する審議会などの附属機
　関の委員でない人
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【任　期】　２年
【開催回数】
　年２～４回程度
※原則、昼間２時間程度を予定
【応募方法】
　「男女共同参画審議会委員への応
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。
【応募期限】
　６月 28 日㈮　必着
【選考方法】
　作文審査・面接
※委員の構成比率などを総合的に考
　慮して決定します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市人権生活環境部人権政策・
男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

「あんしん・防災ねっと」　　

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 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、緊急情報メールが届きま
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　

▲

URL

【と　き】　６月 27 日㈭・28 日㈮
　午前９時～午後 4 時
【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室（治
田 3547-21）
【定　員】　80 人　※先着順
【申込期間】　６月 10 日㈪～ 14 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
【申込方法】　写真１枚 ( 横３㎝×縦
４㎝ )・印鑑・テキスト代（2,400 円）
を持参の上、お申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

甲種防火管理新規講習会募集

　おはなしボランティアに興味のあ
る人を対象に、初級講座を開きます。
【と　き】
　６月 26 日㈬　午前 10 時～正午
【ところ】
　青山公民館図書室
【内　容】
○おはなしボランティアって？
○絵本の初級講座　など
【申込期限】
　６月 20 日㈭
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

おはなしボランティアを
はじめませんか

募集

　今年も、研修と体験・見学を通し
てボランティア活動の理念を正しく
学び、心身障がい児・者への支援活
動を行うボランティアを育成するた
め開催します。
【と　き】
　開講式：６月 29 日㈯
　午前 10 時～正午
※平成 26 年２月まで全８回
【ところ】
　心身障害児療育保育施設　かしの
み園ほか
【申込期限】　６月 21 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　㈳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
ボランティア養成講座

募集

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働課
　　　　　　　☎ 43-2306

　自宅で学べる通信制の大学です。
【募集内容】　教養学部学生・大学院生
【学生の種類】
○科目履修生：半年間在学し、興味      
　のある科目を学ぶ。
○選科履修生：１年間在学し、興味
　のある科目を学ぶ。
○全科履修生：４年以上在学し、大
　学卒業をめざす。
○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 などを利用する
か、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】
　６月 15 日㈯～８月 31 日㈯
※放送大学ホームページでの出願は
　６月１日㈯から受け付け。
【問い合わせ】
　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ 059-233-1179
　　http://www.ouj.ac.jp

放送大学　平成 25年度
　　 第 2学期（10月入学）

募集

URL

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
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― 6 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
　名張

２
　名張

３
　岡波

４
　名張

５
岡波・名張

６
　名張

７
　上野

８
　上野

９
　岡波

10
　岡波

11
　上野

12
岡波・名張

13
　名張

14
　上野

15
　名張

16
　名張

17
　岡波

18
　名張

19
岡波・名張

20
　名張

21
　上野

22
　上野

23
　岡波

24
　岡波

25
　上野

26
岡波・名張

27
　名張

28
　上野

29
　上野

30
　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

≪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。

【テーマ】
　今、あらためて知る「伊賀」の魅力
～新しい観光戦略の構築に向けて～
■第１回　
【と　き】　６月 22 日㈯
【内　容】　「世界のビール文化」
　首都大学東京教授
　ダニエル　ロングさん
■第２回　
【と　き】　７月 27 日㈯　
【内　容】
　「日本のＢ級グルメと観光」
　神戸大学大学院教授
　岡田　浩樹さん
■第３回
【と　き】　８月 17 日㈯　
【内　容】　「日本の駅弁ラベル 100 選」
　天理大学附属天理参考館学芸員　
　乾　誠二さん
※時間はすべて午後２時～３時 40 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
　多目的大研修室
※ご来場には、公共交通機関をご利
　用ください。
※難聴者用磁気ループを設置します。
　車椅子での聴講も可能です。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

生涯学習セミナー２０１３
（第１～３回）

募集

　離乳食の進み具合はいかがです
か？好き嫌いが出てきたり、自分の
手で食べたり、家族と同じ食卓で楽
しくおいしく食事ができたりとめざ
ましい成長がみられる時期です。こ
の時期からの食事、おやつを一緒に
作ってみましょう。
【と　き】
　６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】
　講話「離乳食３回食を中心に」・離
乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着 10 人まで託
　児があります。（電話予約制）
【定　員】
　20 人
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル
【申込受付開始日】
　６月 11 日㈫
　※先着順・電話予約制
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室募集

　「手でふれて視て考える看護を提
供する」ことを看護の目標に掲げ、
看護実践の充実に取り組んでいま
す。就職を希望する人や検討してい
る人は、お気軽にご参加ください。
【と　き】
　６月９日㈰　午前 10 時～正午
【ところ】
　上野総合市民病院　西館１階会議室
【対象者】
　平成 26 年度採用試験を受けよう
と考えている看護学生・看護師免許
を持っている人
【内　容】
○病院内見学
○新人教育の説明
○看護部の取り組みについて
○先輩からの話
○相談会
【申込方法】
　電話・ファックス・E メール
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
　看護部（中井　拓子）
   　wakana@ict.ne.jp
　経営企画課
　　byouin-keiei@city.iga.lg.jp

上野総合市民病院
看護師就職説明会

募集


