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社団化３０周年記念講演会

（一社）伊賀法人会では社団化 30
周年を記念して、直木賞作家で大河
ドラマ「西郷どん」原作者の林 真
理子さんをお招きして講演会を開催
します。
【と き】
７月 20 日㈮ 午後６時～７時 30
分（開場：午後５時 30 分）
【ところ】
伊賀市文化会館 さまざまホール
【演 題】
「私の仕事から」
【申込方法】 住所・氏名・電話番
号を記入の上、ファックスまたは E
メールで申し込んでください。
【申込先・問い合わせ】
（一社）伊賀法人会事務局
☎ 24-5774 ＦＡＸ 24-5796
igahojin@e-net.or.jp
【担当課】 課税課
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第３次
地域福祉計画推進委員募集

男女共同参画
ネットワーク会議新規会員

会員独自の活動を尊重し、情報交
換を通じてネットワークを強化しな
がら、男女が共にその個性と能力を
十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現のために、男女共
同参画ネットワーク会議（愛称：い
きいきネット）を設置しています。
今回、新たに加入を希望する団体・
サークル・個人会員を募集します。
【対象者】
市内で活動中の男女共同参画推進
に賛同していただける団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと
【活動内容】 男女共同参画フォーラ
ム「いきいき未来いが」の開催やネッ
トワーク会議の会員相互の交流や研
修など
【申込方法】
市ホームページまたは伊賀市男女
共同参画センターに備え付けの申込
書に必要事項を記入の上、ファック
ス・郵送・Ｅメール・持参のいずれ
かで申し込んでください。
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0873
伊賀市上野丸之内 500 番地
ハイトピア伊賀 4 階
伊賀市男女共同参画センター
（人権政策課内）
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9666
jinken-danjo@city.iga.lg.jp
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【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
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障がい者の職場実習生

【募集人数】 1 人
【応募資格】 次のすべてに該当する人
○市内在住の人
○障害者手帳（身体・療育・精神）
をお持ちの 18 歳以上の人
○伊賀地域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
○自宅と市役所の往復（家族の送迎
を含む）が可能な人
【勤務形態／勤務時間】 原則、１日
あたり５時間の週３日勤務（平日の
み）とし、施設などの指導員が職場
での支援を行います。
【勤務内容】 封筒・用紙へのゴム印
の押印や廃棄書類の分別などの事務
補助、庁舎内会議室の清掃
【勤務場所】 伊賀市役所
【賃 金】 2,940 円／日
【応募方法】 電話またはファックス
でお問い合わせください。
【選考方法】 面接
【応募期間】 ６月５日㈫～ 20 日㈬
【応募先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662

ご意見をお聞かせください
広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

行政情報番組

市政情報をお伝えしています。
ケーブルテレビ 17 チャンネル
（青山は 204 チャンネル）
・地上
デジタル放送 121 チャンネルで
放送中です。
番組表は、各支所・各子育て支
援センターで配布しているほか、
右の２次元コードか
らもご確認いただけ
ます。
２次元コード

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

お知
募集
らせ

「ウィークリー伊賀市」

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で読み込んでア
クセスできます。

▲

【募集人数】 1 人
【応募資格】
次のすべてに該当する人
○市内在住・在勤で 4 月 1 日現在
満 20 歳以上の人
○任期中、推進委員会などに参加で
きる人
【開催回数】 年３回程度
※原則、平日の夜間２時間程度
【任 期】 7 月～ 2021 年 7 月
【報 酬】 6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
「地域で共に生きる社会」をテー
マ に し た 作 文（1,000 字 程 度、 様
式は自由）
・住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号を記入の上、ファッ
クス・郵送・E メール（添付ファイ
ル不可）・持参のいずれかでご応募
ください。
【選考方法】 作文・面接
【応募期間】 6 月 20 日㈬※必着
【応募先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部医療福祉政策課
☎ 26-3940 ＦＡＸ 22-9673
iryoufukushi@city.iga.lg.jp
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http://www.city.iga.lg.jp/

狩猟免許試験を実施します

お知らせ
催
し
募
集

■狩猟免許試験
【と き】
① 7 月 8 日㈰
② 8 月 2 日㈭
③ 9 月 1 日㈯
いずれも午前９時 50 分～午後５時
【ところ】 三重県農業大学校
（松阪市嬉野川北町 530）
【申込期限】
① 6 月 28 日㈭
② 7 月 23 日㈪
③ 8 月 22 日㈬
【受験手数料】
※１つの免許につき
・初心者 5,200円
・免許取得者 3,900円
【試験科目】
知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】
狩猟免許申請書・受験票・写真・
医師の診断書等・住民票抄本
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。
【申込先・問い合わせ】
三重県伊賀農林事務所
森林・林業室 林業振興課
☎ 24-8142 ＦＡＸ 24-8112
【問い合わせ】 農林振興課
☎ 43-2303 ＦＡＸ 43-2313

募集

放送大学 平成 30 年度
第 2 学期（10 月入学）学生

まちかど通信
コラム
図書・救急など

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
学卒業を目指す。
◆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】
○学部全科履修生：18 歳以上で、
高等学校卒業またはこれと同等以
上の人
○ 学 部 科 目 履 修 生・ 選 科 履 修 生：
15 歳以上の人
○大学院修士科目生・修士選科生：
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）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 等の
利用、もしくは放送授業のインター
ネット（スマートフォン・タブレッ
募集 法テラス三重
ト含む）配信を利用して学習します。
巡回無料法律相談会
【出願方法】 郵送・放送大学ホーム
ページ
離婚・相続・借金などのトラブル
にお困りで、収入状況など一定の要 【募集期間】
○第 1 回出願受付
件に当てはまる人を対象に、弁護士
6 月 15 日㈮～ 8 月 31 日㈮
による無料法律相談会を開催します。
○第 2 回出願受付
【と き】
9 月 1 日㈯～ 9 月 20 日㈭
6 月 20 日㈬ 午後１時～４時
【出願先・問い合わせ】
【ところ】
放送大学三重学習センター
上野ふれあいプラザ ３階
☎ 059-233-1170
ボランティア活動室
ＦＡＸ 059-233-1179
【定 員】 ６人 ※先着順
【申込期限】
http：//www.ouj.ac.jp/center/
6 月 19 日㈫ 午後５時
mie/
【申込先・問い合わせ】
【担当課】
日本司法支援センター三重地方事
生涯学習課
務所（法テラス三重）
☎ 050-3383-5470
※次回の開催は、8 月 15 日㈬です。
【担当課】
市民生活課
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甲種防火管理新規講習会

防火管理者の資格を取得するため
の講習会です。
【と き】 ７月 26 日㈭・27 日㈮
午前９時～午後４時
【ところ】
伊賀市消防本部 ３階研修室
【料 金】 2,600 円 ( テキスト代 )
【定 員】 60 人 ※先着順
【申込方法】 写真１枚 ( 横 3 ｃｍ×
縦 4 ｃｍ )・印鑑・テキスト代を持
参の上、お申し込みください。
【申込期間】
７月２日㈪～７月 13 日㈮
【申込先・問い合わせ】
伊賀市緑ケ丘東町 920 番地
消防本部予防課
☎ 24-9105
ＦＡＸ 24-9111

募集

国税局では税務職員を
募集しています

【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
②平成 31 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
③人事院が①・②に掲げる人に準ず
ると認める人
【試験日】
第 1 次試験 ９月２日㈰
第 2 次試験 10 月 10 日㈬～
19 日㈮のいずれか指定する日
【申込期間】
インターネット：６月 18 日㈪午
前 9 時～ 27 日㈬ ※受信有効
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※インターネット申込みができない
場合はお問い合わせください。
【問い合わせ】
名古屋国税局人事第二課試験係
☎ 052-951-3511（内線 3451）
名古屋国税局 職員採用ページ
http://www.nta.go.jp/about/
organization/nagoya/
recruitment/syokuin/
index.htm
【担当課】 課税課

