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伊賀地域ミニ人権大学
講座助成金

募集

【対　象】
　同和問題をはじめとするあらゆる
人権に関する研修会などで、参加者
が約 25 人以上のもの
【助成内容】　研修会などの講師謝金
の経費に対し助成します。
※複数回の申し込み可能。ただし、
　総額 3 万円までとします。
※実績報告などが必要です。
【定　員】　16 団体程度　※先着順
【申込受付期限】
　12 月 19 日㈮
※延長する場合があります。
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀地域防災総合事務所
　地域調整防災室総務生活課
　☎ 24-8000　FAX 24-8010

芭蕉さんの七夕笹飾り
俳句・川柳募集

募集

　芭蕉さんにちなんで、七夕の笹飾
りに、俳句や川柳の短冊を飾ります。
自作の俳句や川柳を青山公民館ロ
ビーの笹に飾りましょう。
【期　間】　６月 24 日㈫～８月末
　午前８時 30 分～午後５時
※短冊は、ロビーに用意しています。
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

離乳食教室のお知らせ募集

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
い、という人もぜひご参加ください。
【と　き】　６月 23 日㈪
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　いがまち保健福祉センター
【内　容】
　講話・実演見学「離乳食初期～完
了食」、栄養相談
※申し込み不要
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

【とき・講座内容】
　各講座全 12 回
①ブラジルポルトガル語入門講座
　７月１日～９月 16 日の火曜日
　午後７時～８時 30 分
②中国語入門講座
　７月５日～９月 27 日の土曜日
　午後７時～８時 30 分
③スペイン語入門講座
　７月７日～９月 29 日の月曜日
　午後７時～８時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室
【定　員】
　各講座 16 人
※ 10 人未満の場合は行いません。
【参加料】
　各講座 15,500 円（テキスト代別）
【申込先・問い合わせ】
　NPO法人伊賀の伝丸
　☎ 23-0912 
　 info@tsutamaru.or.jp
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

外国語講座募集

【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（2,500 円）を
持参の上、お申し込みください。
【申込期間】　６月９日㈪～ 13 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

甲種防火管理新規講習会募集

　意識がなく、心臓や呼吸が止まっ
た人には、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６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（成人対象）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
【募集人数】　30 人程度
【申込期間】
　６月９日㈪～７月２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。
【服　装】
　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

救命入門コース募集

救命入門コースは、成人の心配蘇
生法と AED の取り扱いを 90 分
で行います。このコースを受講後、
1 年以内に救命実技講習（2 時間）
を受講いただきますと、普通救命
講習Ⅰの修了として認定します。

【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】
　６月 15 日㈰～８月 31 日㈰
【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　学生募集
第２学期（10月入学）

募集



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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都市計画審議会委員募集 「楽市・楽座」出店・参加者募集

　市民夏のにぎわいフェスタ 2014
の「楽市・楽座」に出店・参加して、
フェスタを盛り上げませんか。
【と　き】
　８月 24 日㈰　正午～午後９時
【ところ】
　銀座・本町通りとその周辺
≪楽市≫
飲食販売・フリーマーケットなど
○募集数：約 160 ブース ※先着順
○出店料：3,000 円／ブース
※実施委員会で用意する照明以外の　
　電気器具を使用する場合は別途電
　気使用料 1,000 円が必要です。
≪楽座≫
ダンス・バンド・パフォーマンス・
各種展示・PR 活動など
【申込期間】
　楽市・楽座とも
　６月５日㈭～ 20 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　FAX 24-3857
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

　都市計画審議会をより公正に運営
し、透明性を向上させ、広く市民の
皆さんから意見をいただくため、公
募委員を募集します。
【募集人数】　2 人以内
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上 70 歳未
　満で、市議会議員・市職員でない人
②年３回程度（原則、平日の日中、
　２～３時間程度）の審議会に参加
　できる人
【任　期】　委嘱の日から２年間
【応募方法】
　住所・氏名・年齢・性別・電話番
号を明記の上、都市計画審議会委員
への「応募の動機」を 800 字以内
にまとめ、郵送・ファックス・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 16 日㈪　必着
※Ｅメールの場合は、午後５時受信
　分まで
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀市建設部都市計画課
　☎ 43-2314　FAX 43-2317
　　tokei@city.iga.lg.jp

　障がいのある人の雇用の促進につ
なげるため、本庁舎内の職場実習を
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）
　を持っている 18 歳以上の人
③伊賀管内の障がい者施設などに通
　所していて、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１日㈮～ 10 月 31 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４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】
　2,354 円／日
【募集期間】
　６月２日㈪～ 23 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

障がい者の職場実習生募集

　6 カ月後の目標を決めてサイズダ
ウンをめざしませんか。みんなで楽
しく目標を達成しましょう。
【と　き】　※すべて水曜日
　 ７ 月 9 日・23 日、8 月 20 日・
27 日、9 月 10 日・24 日、
10 月 8 日・22 日、11 月 12 日・
26 日、12 月 10 日・24 日
　午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】　市内在住の 20 歳以上
65 歳までの人
　まめの館を初めて利用する人は、
利用講習会（無料）の受講が必要です。
【内　容】　家でもできる簡単トレー
ニング・サイズダウンに必要な豆知識
【定　員】　15 人
【参加費】　300 円／回 ( まめの館利
用料 )
【受付開始日】　6 月 18 日㈬
　午前８時 30 分～
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　FAX 59-3196

めざせ！
ワンサイズダウン教室

募集

　講演と体験・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に講
座を開催します。
【と　き】
　開講式：６月 21 日㈯
　午前 10 時～正午
※平成 27 年２月まで全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 16 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

　名古屋国税局では税務職員（高校
卒業程度）を募集しています。
【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 27 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に揚げる人に準ずると
　認める人
【申込期間】 
○インターネット：
　６月 23 日㈪ ～７月２日㈬
○郵送・持参：
　６月 23 日㈪～ 26 日㈭
【試験日】
○第１次試験：９月７日㈰
○第２次試験：10 月 16 日㈭～ 24　
　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）
　http://www.nta.go.jp

税務職員（高校卒業程度）募集


