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イベ
ント

人権パネル展の開催

【と

き】 10 月５日㈫～ 21 日㈭
午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】 いがまち人権センター
【展示内容】
「企業における女性の人権」
法整備により女性の社会的地位は
改善されてきていますが、あらゆる差
別や厳しい雇用、賃金形態、また家事
の分担など、いまだに残されたままの
さまざまな課題を取り上げます。
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
イベ
ント

ふれあいフェスタ in 青山

【 と き 】 10 月 30 日 ㈯ 午 前 10
時～午後 3 時 ※荒天中止
【ところ】 青山ハーモニー・フォレ
スト（種生 3137-1）
【内 容】
地元でとれた農産物の販売、木
材・商工業品の展示と販売、各種体
験コーナー、飲食コーナー、アトラ
クション、フリーマーケット、お楽
しみ抽選会など
【問い合わせ】
ふれあいフェスタ in 青山事務局
（伊賀森林組合） ☎ 24-4884
青山支所振興課
☎ 52-1114 ＦＡＸ 52-2174

イベ
ント

楽しく学ぼう！
交通安全学習フェスタ

【と き】
10 月 30 日㈯午前９時～午後１時
【ところ】
三重県交通安全研修センター（津
市垂水 2566 三重県運転免許セン
ター内）
【内 容】
自転車の安全な乗り方・自動車の
急ブレーキ体験、こども免許証・キー
ホルダー作成、白バイ記念撮影など
【問い合わせ】
三重県交通安全研修センター
☎ 059-224-7721
イベ
ント

第 25 回子ども
フェスティバル

つくってみよう！あそんでみよう！
創造力豊かな子どもたちの絵画の
展示や、工夫した楽しいあそびの
コーナーがいっぱいです。
育児相談・食育・絵本・保健など
のコーナーのほか、劇団バクによる
人形劇「ねずみの嫁入り」の公演も
あります。
【と き】 11 月６日㈯
午前９時 30 分～午後４時
【ところ】
ゆめドームうえの 第１競技場
【問い合わせ】
伊賀市社会事業協会 ☎ 21-5545

イベ
ント

第６回 市展「いが」

第６回伊賀市民美術展覧会（市展
「いが」）を開催します。
【と き】 10 月 23 日㈯～ 27 日㈬
午前 10 時～午後５時
※ 23 日は正午～午後７時、27 日は
午後４時まで
【ところ】 上野ふれあいプラザ
２階交流広場
【展示作品】「絵画」
「彫塑工芸」
「写
真」「書道」の４部門
【作品講評会】
10 月 27 日㈬ 午後３時～４時
※審査員による展示作品の講評（ど
なたでも参加できます。）
≪作品の受付・搬入≫
【と き】 10 月 14 日㈭
午前 10 時～午後８時
【ところ】
上野ふれあいプラザ２階 交流広場
※出品者資格、出品規定、作品規定
などは募集要項をご確認ください。
※募集要項・出品申込書（釈文用紙）
は、企画課、本庁舎玄関受付、各
支所振興課、中央公民館および各
公民館（いがまち・島ヶ原・阿山・
大山田・青山）、上野図書館、伊
賀市文化会館、ふるさと会館いが、
あやま文化センター、青山ホール
にあります。市ホームページから
もダウンロードできます。
【問い合わせ】 企画課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628
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伊賀市職員募集（看護師） 平成 年１月採用

【資格】 看護師（婦・士）免 【受付期間】 月 日㈮まで
許を取得の人
の午前８時 分から午後５時ま
【対象年齢】 昭和 年４月２ での間にお申し込みください。
日以降生まれ
郵送による申し込みは必ず書
【募集人数】 人程度
留郵便とし、 月 日㈮までの
【受験資格】 ※次のいずれかに 消印のあるものが有効です。
該当する人は受験できません。 ※土・日曜日・祝日を除く。
⑴地方公務員法第 条（欠格 【申込先・問い合わせ】
条項）に該当する人
〒５１８・８５０１
㋐成年被後見人または被保佐人 伊賀市上野丸之内１１６番地
㋑禁錮以上の刑に処せられ、そ 伊賀市企画総務部人事課
の執行を終わるまでまたはその
☎ ・９６０５
執行を受けることがなくなるま 〒５１８・０８２３
での人㋒市の職員として懲戒免 伊賀市四十九町８３１番地
職の処分を受け、当該処分の日 伊賀市立上野総合市民病院事
から２年を経過しない人など
務部庶務課 ☎ ・１１１１
⑵永住者または特別永住者の ※申込用紙は市ホームページ
在留資格を持たない外国籍の
からダウンロードできます
人。なお、外国籍の人は採用 【その他】
後、公権力の行使または公の ①採用予定日は平成 年１月１
意思形成への参画にたずさわ 日、出勤初日は１月４日㈫です。
る職にはつけません。
②給与および勤務条件は、市
【試験日時・会場・試験内容】 の条例および規則に定めると
○選考試験は随時とし、実施 ころによります。 休日勤務、夜
日時は応募された人に後日 間勤務を伴う交代制勤務です。
お知らせします。
③病院敷地内に託児施設があ
○市立上野総合市民病院
ります。
○作文および面接
④採用内定後、職務遂行に必
【提出書類】
要な健康状態にあるか否かに
職員採用試験受験申込書
ついての検査のため、医療機
※提出された書類はお返しし 関などで検査した診断書の提
ません。
出を求めます。
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― 10 月の３病院救急輪番体制 ―

募集

介護保険訪問調査員の募集

【募集期限】 11 月 30 日㈫
※受付時間 平日午前８時 30 分～
午後 5 時～
日 月 火 水 木 金 土
午後５時 15 分
平日
翌日午前
8
時
45
分
１ ２
【募集人数】
２人
実
午前
8
時
45
分～
土・日
施
岡波 上野
【職 種】
時 祝日 翌日午前 8 時 45 分
介護保険訪問調査業務嘱託員
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
間 ※平日昼間（午前 8 時 45 分～午
【勤務内容】
岡波 名張 名張 岡波 名張 上野 名張 帯
後 5 時）については、各市におい
要介護認定申請に基づいて市内の
10 11 12 13 14 15 16
て二次救急を実施しています。
高齢者の自宅や施設・入院先などを
名張 岡波 名張 上野 名張 岡波 上野 ※重傷者が重なり、診られない場合があ
訪問し、要介護認定調査を行う。ま
ります。 また非当番日は救急受入れ
17 18 19 20 21 22 23
た、調査した内容をパソコンで入力
を行いませんので、ご注意ください。 し調査票を作成する。
岡波 名張 名張 岡波 名張 上野 名張
※二次救急（重症）の人が対象とな 【勤務形態】 原則週４日
24 25 26 27 28 29 30
ります。
【応募資格】 パソコン操作ができ、
名張 上野 名張 上野 名張 岡波 上野
※上野総合市民病院においては入院が
普通車免許をお持ちで、以下のいず
31
必要な内科系救急患者を他地域の
れかに該当する人
岡波
救急病院に搬送させていただきます。 ○介護支援専門員の資格のある人
（事業所との兼務は不可）
救急医療機関を受診する際のお願い
○介護支援専門員の受験資格のある人
＊できるだけ医療機関の通常の診療時間内に受診しましょう。
【報 酬】 月額 21 万円以内
＊かかりつけ医院を持ちましょう。
【応募方法】
＊休日や夜間に急病で受診するときは、まずは一次救急（地域の診療所、
履歴書に応募理由（400 字詰め
伊賀市応急診療所など）をご利用ください。
原稿用紙３枚以内）を添えて、介護
高齢福祉課まで持参または郵送によ
り提出してください。（郵送の場合
募集 伊賀市交通安全教室
募集「なっとく！法務局」
は 11 月 30 日㈫必着）
参加者募集
市民講座受講者募集 【選定方法】
市の交通事故死者数は年々増加し 【とき・テーマ】
面接試験、およびその際にマイク
ロソフト・ワードによる文書の作成・
ており、中でも高齢者の交通事故死
第１回：11 月 24 日㈬
者数は、ほかの年齢層と比較して非
午前 10 時～正午
保存・印刷などの検査
常に高いことから、高齢者を対象と
「相続したとき、どんな登記をす 【提出先・問い合わせ】
した参加・体験・実践型の交通安全
ればいいの？」
〒 518-8501
教室を開催します。ぜひご参加くだ
第２回：12 月 15 日㈬
伊賀市上野丸之内 116 番地
さい。
午前 10 時～正午
伊賀市介護高齢福祉課介護事業係
【と き】
「住宅ローンを払い終わったとき
☎ 26-3939
11 月 25 日㈭
や、住所を変更したときは、どん
午前９時～ 11 時 30 分
な登記をしたらいいの？」
募集 離乳食教室のお知らせ
【ところ】
【ところ】
上野自動車学校（野間 233）
津地方法務局伊賀支局２階会議室 【と き】 10 月 28 日㈭
【内 容】
（服部町 3 丁目 117 番地１）
午後１時 30 分～３時 30 分
交通情勢などについて・自動車運 【定 員】 各 20 人 ※先着順
【ところ】 いがまち保健福祉センター
転実技指導などを予定
【内 容】
【申込方法】
【対 象】
はがき、FAX、電話、持参のいず
講話「離乳食（１～２回食）を中心
市内在住で 65 歳以上の自動車運
れかでお申し込みください。はがき
に」
、離乳食の調理と試食、栄養相談
転免許取得者
または FAX でお申し込みの場合は、 【定 員】 20 人
【定 員】 45 人 ※先着順
住所・氏名・電話番号・受講希望回 【持ち物】
【申込方法】 電話または FAX でお
を明記してください。
母子健康手帳・筆記用具・エプロ
申し込みください。
【申込期限】
ン・三角巾・手ふきタオル
※ FAX の場合は住所・氏名・性別・
各講座実施日の１週間前まで
【申込受付開始日】 10 月 13 日㈬
生年月日・電話番号を明記してく 【申込先・問い合わせ】
※先着順（電話予約制）
ださい。
〒 518-0007
※調理実習の際、先着５人まで託児
【申込受付開始日】 10 月７日㈭
伊賀市服部町 3 丁目 117 番地１
があります。
【申込先・問い合わせ】
津地方法務局伊賀支局総務係
【申込先・問い合わせ】
市民生活課
☎ 21-0804 ＦＡＸ 21-1891
いがまち保健福祉センター
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
☎ 45-1015 ＦＡＸ 45-1055
＊小児科以外の診療科目での輪番制です

