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ボランティアスタッフ募集
◆ みんなで伊賀上野 NINJA フェスタ 2019 を盛り上げよう

土芳忌・土芳を偲ぶ俳句会
◆ 290 回目の命日を迎えます

　伊賀上野 NINJA フェスタ 2019 のイベントのお手
伝いをしていただけるボランティアスタッフを募集し
ます。楽しみながら参加してみませんか。
【期間・内容】
　4 月 27 日㈯～ 5 月 6 日（月・祝）
○イベントボランティア
　忍者道場などでのゲーム進行や受付　など
○忍者衣装着付けボランティア
　忍者衣装着用の手伝い
【ところ】　各イベント会場（市街地）
【対象者】
　16 歳以上で、責任を持って来ていただける人
※高校生も応募できますが、保護者の同意を得られた

場合に限ります。

【申込方法】
　参加希望日（現時点で決まっていなくても結構で
す。）・氏名・年齢・住所・電話番号をファックス・郵
送・Ｅメールのいずれかでお伝えください。
【申込期間】
　１月４日㈮～２月 28 日㈭
※昼食は各自でご用意ください。
※事前に説明会があります。
※詳細は改めて申込者に連絡します。
【申込先】
　〒 518-8501　伊賀市四十九町 3184 番地
　伊賀上野 NINJA フェスタ実行委員会事務局
　（観光戦略課内）

◆第 290回忌　土芳忌
【と　き】　１月 18 日㈮
○墓前法要：午前 10 時 30 分～ 11 時
○講話：午前 11 時～ 11 時 30 分
【ところ】　西蓮寺（長田）
【講　師】
　文化交流課（芭蕉翁記念館）　学芸員　樗木　宏成
※送迎バスは事前に申し込みが必要です。
　（上野公園入口ロータリー～西蓮寺～ハイトピア伊賀）
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　☎ 21-4081

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】
　１月 18 日㈮　午後１時 45 分～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階学習室１
【選　者】　下村　哲朗さん、土井　陽代さん、
浜地　和恵さん、藤井　充子さん、
山村　勝子さん（50 音順）
【投句数】　１人３句以内
　投句：午後０時 30 分～１時 15 分
※希望者には後日句集を送付します。（複写料・送料

の一部として 100 円をご負担いただきます。）

【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695
　　kankou@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9619
　　bunka@city.iga.lg.jp

　伊賀上野 NINJA フェスタ 2019 の趣旨に合い、
フェスタ開催期間中（４月 27 日㈯～５月６日（月・祝））
と NINJA フェスタ月間（４月１日㈪～５月６日（月・
祝））に実施する「忍者」をテーマにした協賛イベン
トを募集します。
【申込方法】　観光戦略課にある申込書に必要事項を
記入の上、ファックス・郵送・E メールのいずれかで
申し込んでください。申込書は市ホームページから
もダウンロードできます。

【企画の採択】　提出された企画内容が本事業の趣旨・
目的（「伊賀流忍者を盛り上げる」など）に合うかを
実行委員会で審査します。採択された事業のうち、
必要と認められた場合は、予算の範囲以内で適正な
経費を助成します。ただし、事業収入があるなどの
理由で助成できない場合があります。
【申込期限】　1 月 18 日㈮
【申込先】
　ボランティアスタッフと同じ

NINJAフェスタ協賛イベントを募集します

　松尾芭蕉の伊賀門下の中心人物として活躍し、芭蕉の俳論を後世に残した蓑虫庵主 服部土芳を偲び、法要と俳
句会を開催します。これを機会に俳句を詠んでみませんか。
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市営駐車場が無料で利用できます
◆ パーク・アンド・ライドで通勤・通学しませんか 【問い合わせ】管財課

　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440
　　kanzai@city.iga.lg.jp

　市では伊賀鉄道の利用を促進するため、パーク・ア
ンド・ライド駐車場を整備しました。
【場所（駐車可能台数）】
　市営上野公園第３駐車場（76 台）
【利用可能日】
　１月４日㈮から定期券の期限までの平日
【対象者】
　伊賀鉄道の定期券を持ち、上野市駅から通勤・通学
している人
【駐車料金】　無料
【必要書類】
　申請書・運転免許証・定期券・印鑑
※お申し込みの際は事前にお問い合わせください。
【申込先】　管財課

上野総合市民病院スタッフ募集
◆ 伊賀市の医療をともに支えていきませんか 【問い合わせ】上野総合市民病院病院総務課

　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
　　byouin-soumu@city.iga.lg.jp

【募集人数】　
○理学療法士：若干名　○作業療法士：若干名
○歯科衛生士：若干名　○介護福祉士：3 人　
○医療事務専門職員：若干名
【応募資格】
　昭和 44 年４月 2 日以降生まれで次の条件を満たす人
○理学療法士：理学療法士資格を持っている人または

平成 31 年 3 月末までに取得見込みの人
○作業療法士：作業療法士資格を持っている人または

平成 31 年 3 月末までに取得見込みの人
○歯科衛生士：歯科衛生士資格を持っている人または

平成 31 年 3 月末までに取得見込みの人
○介護福祉士：介護福祉士資格を持っている人または

平成 31 年 3 月末までに取得見込みの人で、夜勤を
含む交代制勤務ができる人
○医療事務専門職員：民間病院などでの医療事務経験

を 10 年以上有する人で、診療情報管理士、診療報
酬請求事務能力試験（医科）など医療事務に関する
資格を有する人（このほか、有効な資格はお問い合
わせください。）

【勤務条件】
　市の条例・規則に定めるところによります。
【休暇制度】
　年次有給休暇・特別休暇（結婚・産前産後・子の看

護・忌引・ボランティアなど）・
病気休暇・介護休暇など
※育児休業制度や部分休業制度

も整備しています。
※託児所がありますので、子どもがいる人も安心して

勤務できます。
【勤務場所】　上野総合市民病院
【賃　金】
※給与は、市の条例・規則に定めるところによります。
※当該職種の前歴に応じた加算措置や諸手当があります。
【応募方法】　病院総務課にある「平成 30 年度伊賀市

職員選考採用試験受験申込書」（1 通）を持参また
は郵送で提出してください。申込書は市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

【選考方法】　作文・面接
○試験日：2 月 1 日㈮
※時間などは応募した人に後日お知らせします。
○採用予定日：4 月 1 日㈪
【応募期限】
　1 月 18 日㈮　午後 5 時 15 分
※郵送の場合は必着。簡易書留で送付してください。
【応募先】
　〒 518-0823　伊賀市四十九町 831 番地
　伊賀市立上野総合市民病院事務部病院総務課

次の駐車場は手続不要で利用できます。
【場所（駐車可能台数）】
　市部駅（18 台）、丸山駅（14 台）、比土駅（11 台）
※丸山駅・比土駅は１月４日㈮から供用開始予定です。
【問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9852


