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看護学生修学資金制度募集

【募集人数】　若干名
【応募資格】

　看護師の資格を取得するため、看
護専門学校または看護系大学に入
学・在学する人で、卒業後に病院で
看護師として勤務する人
【貸与額】

　月額 5 万円または 8 万円
【返還の免除】

　卒業後、速やかに看護師免許を取
得し、次の期間に上野総合市民病院
で勤務した場合は、修学資金の返還
を免除します。
○ 5 万円の場合
　貸与を受けた期間に相当する期間
○ 8 万円の場合
　貸与を受けた期間の 1.5 倍に相
当する期間
【必要書類】　次の書類を病院総務課
へ郵送または持参してください。ま
た、申請書は当院ホームページから
ダウンロードできます。
○修学資金貸与申請書
○入学説明書または在学証明書
○履歴書（写真添付）
【選考方法】

　書類審査・作文・面接
【応募先・問い合わせ】

　〒 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
　☎ 24-1111　FAX 24-1565

商業後継者育成事業セミナー募集

【と　き】　２月 13 日㈬
　午後７時 30 分～ 10 時
　（受付：午後７時～）
【ところ】

　ハイトピア伊賀　３階ホール
【内　容】　
○セミナー　午後７時 30 分～
「承活」のすすめ　～スムーズに
引継ぐために今すべきこと～
講師：武田経営研究所
代表　武田　秀一さん

○交流会　午後９時 30 分～
後継者仲間となる上野商工会議所
青年部の紹介を含めた交流会

【対象者】

　経営者など事業承継をお考えの人
【定　員】　100 人　※先着順
【申込方法】　上野商工会議所ホーム
ページにある申込用紙に必要事項を
記入の上ファックス、または電話で
申し込んでください。詳しくは上野
商工会議所ホームページをご覧くだ
さい。（http://iga-ueno.or.jp/）
【申込先・問い合わせ】

　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　上野商工会議所　青年部
　☎ 21-0527　FAX 24-3857
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9695

高尾の古民家で餅つき体験募集

　～青山公民館　地域学習講座～

　あおやまキャラバン先生と一緒に
里山の古民家で餅つきをしてみんな
でおいしく食べましょう。
　またヤギやブタなど動物と一緒に
遊んで、自然を満喫しましょう。
【と　き】　3 月 17 日㈰
　午前 9 時 30 分～
【ところ】　古民家の宿ふとみ
　（高尾 1752 番地）
【内　容】

　千本杵での餅つき・動物とのふれ
あい・昔遊び
　講師：あおやまキャラバン先生
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話・ファックス・来館の
いずれかでお伝えください。
【申込期限】

　３月６日㈬　午後５時まで
【申込先・問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

ベトナムの食と文化を知ろう!!募集

【と　き】　3 月 10 日㈰
【ところ】

　青山ハーモニー・フォレスト
【内　容】

○第 1部　午前 10 時～午後 1 時
ベトナムの家庭料理の調理実習と
食事会
メニュー：ベトナムの代表的な
家庭料理の春巻き（生・揚げの 2
種類）、フォー（麺スープ）など

○第 2部　午後 1 時～ 3 時
ベトナムの文化・日常生活の紹介・
クイズ・抽選会など

【参加費】　1,000 円（食材費）
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話番号・参加人数
を電話・ファックス・来庁のいずれ
かでお伝えください。
【申込受付開始日】　2 月 12 日㈫
※第 2 部からの参加の場合は申し

込み不要です。
【申込先・問い合わせ】

　青山支所振興課
　☎ 52-1112　FAX 52-2174

自動販売機設置事業者募集

　市の施設に自動販売機を設置する
事業者の一般競争入札を行い、公有
財産の有効活用を図ります。
【対象施設】

　本庁舎・大山田福祉センター・上
下水道部事務所（３物件）
【設置期間】

　４月１日から１年間（最長５年）
【入札予定日】

　３月６日㈬
※詳しい参加要件や設置に関する条

件などは、お問い合わせいただく
か、市ホームページに掲載の実施
要領などでご確認ください。

【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　FAX 24-2440

募集 平成３１年度松阪高等学校
通信制課程生徒募集

【試験日】　3 月 11 日㈪
【試験科目】　作文・面接
　（学力検査はありません。）
【試験会場】　県立松阪高等学校
　（松阪市垣鼻町 1664 番地）
【願書受付期間】

　2 月 22 日㈮～ 26 日㈫
　午前 9 時～午後 4 時
　（26 日は正午まで）
※学校説明会を行いますので、受験

希望者は事前にお問い合わせくだ
さい。

【問い合わせ】

　松阪高等学校通信制課程　入試窓口
　☎ 0598-30-5300
　FAX 0598-25-0533
　　 tusin@hmatus.mie-c.ed.jp
【担当課】　生涯学習課



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募集 「働く人のメンタルヘルス」
講演会参加者募集

　職場の円滑なコミュニケーション
のコツを学んで、働きやすい職場づ
くりに活かしてみませんか。講演終
了後、個別相談会や復職支援の案内
も実施します。
【と　き】　2 月 20 日㈬
　午後 1 時 30 分～３時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【内　容】

○演題：働く人のメンタルヘルス～
明るく元気な職場を作る！　円滑
なコミュニケーションのコツ～

○講師：上野病院　臨床心理士
　岡田　敦さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　80 人　※先着順
【申込受付開始】　2 月 5 日㈫
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
を、電話・ファックス・来庁のいず
れかでお伝えください。
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀４階
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

募集 法テラス三重
巡回無料法律相談会

　離婚・相続・借金などのトラブル
や法的な手続きにお困りで、収入状
況など一定の要件に当てはまる人を
対象に、弁護士による無料法律相談
会を開催します。
【と　き】　2 月 20 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】　上野ふれあいプラザ　
　３階ボランティア活動室
【定　員】　６人　※先着順
【申込期限】

　2 月 19 日㈫　午後５時
※次回の開催は、4 月 17 日㈬です。
【申込先・問い合わせ】

　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【担当課】　市民生活課

上野天神祭 お囃子体験会募集

　ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・
屋台行事」の１つに登録された「上
野天神祭のダンジリ行事」で奏でる
お囃子の体験会を行います。いつも
お祭で聞いているお囃子の演奏を体
験してみませんか。
【と　き】　2 月 24 日㈰
　午後１時 30 分～３時ごろ
【ところ】　上野中町集議所
【対象者】　小学生　※保護者同伴
【定　員】　15 人　※先着順
【申込方法】　氏名・電話番号を、電
話・ファックスのいずれかでお伝え
ください。
【申込期間】　2 月 5 日㈫～ 20 日㈬
【申込先・問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9619

創業セミナー in 伊賀・名張募集

　自分の店を始めたいと思っている
人、同じ気持ちを持つ仲間と一緒に
創業者の話を聞いて、いろいろな疑
問や悩みを解決してみませんか。
【と　き】　２月 23 日㈯
　午後１時～５時
　（受付：午後０時 45 分～）
【ところ】　ハイトピア伊賀 
　３階コミュニティ情報プラザ
■講演　午後 1時 25分～　

○「創業するまでに知っておくこと」
講師：中小企業診断士
横山　博昭さん

○「創業者の特別講演」
講師：OLU'OLU'CAFÉ オーナー
奥中　景子さん

○「車座ディスカッション」
　税理士・北伊勢上野信用金庫・保

証協会・市職員が質問に答えます。
■交流会　午後 4時 15分～　

【対象者】　創業に興味のある人
【定　員】　25 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・生年月日・
電話番号・メールアドレスを、電
話・ファックス・三重県信用保証協
会ホームページのいずれかで申し込
んでください。
【申込先・問い合わせ】

　三重県信用保証協会　
　☎ 059-229-6060　
　FAX 059-229-6344
　HP http://www.cgc-mie.or.jp
　　 so-gyo@cgc-mie.or.jp
【担当課】　商工労働課

親子写真教室募集

【と　き】　３月９日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】

　ハイトピア伊賀　５階学習室２
【内　容】

　カメラのいろいろな機能を利用し
て、うまく写真を撮れるように学習
します。
講師：全日本写真連盟上野支部長　

田中　文夫さん
【対象者】　市内の小学校４年生以上
の子どもとその保護者
【持ち物】

　スマートフォンまたはカメラ
【定　員】　親子 10 組
※申込者多数の場合は抽選となりま

す。抽選結果は郵送します。
【申込方法】　住所・氏名・子どもの
学年・連絡先を電話でお伝えいただ
くか、申込書に記入の上、ファック
ス・持参のいずれかで申し込んでく
ださい。
【申込期間】　2 月 18 日㈪～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】

　伊賀市上野丸之内 500 番地
　上野公民館
　☎ 22-9637　FAX 22-9692
※土・日曜日は生涯学習センター（☎

22-9801）

　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　

▲

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」


