
　将来病院などで働こうと考えてい
る皆さん、医療の現場を体験してみ
ませんか。
　医師・看護師・薬剤師・放射線技
師・管理栄養士・臨床検査技師・臨
床工学技士・理学療法士・言語聴覚
士・社会福祉士などが仕事の内容に
ついて説明します。また、疑似体験
もできます。

【と　き】

　８月４日㈰
　午後０時 15 分～２時

【ところ】

　上野総合市民病院
　西館　１階会議室ほか

【内　容】

　デモ器材を使っての採血体験、顕
微鏡による細胞観察、腹部エコー機
器の検査体験、食品の塩分と砂糖の
量体験、調剤体験など

【対象者】　小学生以上
【問い合わせ】　病院総務課
　☎ 24-1111　℻   24-1565

　市がめざす文化芸術の形、文化芸
術振興の方向性を示した「伊賀市文
化振興ビジョン」を策定しました。
皆さんにこのビジョンを知っていた
だくため、シンポジウムを開催します。

【と　き】

　８月４日㈰
　午後１時 30 分～

【ところ】

　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】

○進行：帝塚山大学名誉教授
　中川　幾郎さん
○パネリスト：
　（福）維雅幸育会常務理事
　奥西　利恵さん
　（公財）伊賀市文化都市協会理事長　
　中村　忠明さん
　（一社）伊賀上野観光協会会長
　廣澤　浩一さん
　中学校音楽教諭
　福岡　順子さん
　（公財）伊賀文化産業協会理事長
　福田　和幸さん

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619

【募集人数】　若干名
【応募資格】

○社会福祉士（上級）：昭和 44 年
４月２日以降生まれで、社会福祉
士資格を持っており、大学（４年
制）を卒業した人

○社会福祉士（初級）：昭和 44 年
４月２日以降生まれで、社会福祉
士資格を持っており、高等学校を
卒業した人

【勤務場所】　上野総合市民病院
【勤務条件・賃金・休暇】

　市の条例・規則による。
※当該職種の前歴に応じた加算措置

や諸手当があります。
※育児休業制度、部分休業制度も整

備しており、託児所もあります。
【応募方法】

　病院総務課にある「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：9 月 6 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：11 月１日㈮

【応募期限】

　8 月 23 日㈮ 午後５時 15 分必着
※郵送の場合は簡易書留で送付して

ください。
【応募先・問い合わせ】

　〒 518-0823
　四十九町 831 番地
　上野総合市民病院
　病院総務課
　☎ 24-1111　℻   24-1565
　 byouin-soumu@city.iga.lg.jp

【応募期限】　８月 31 日㈯
　応募要件・応募方法など詳しくは
三重県ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ
ください。

【問い合わせ】

東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック聖火リレー三重県実行
委員会

　☎ 090-2641-1695
　 mierun@pref.mie.lg.jp

【担当課】　スポーツ振興課

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。

【と　き】　８月１日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】

○三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
○健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

【と　き】　８月 17 日㈯
　午前９時 30 分～午後４時
　（受付：午前９時）

【ところ】

○午前の部：あやま文化センター　
　さんさんホール
○午後の部：いがまち公民館、
　柘植中学校、霊峰中学校

【内　容】

○午前の部：開会行事・記念講演会
演題：部落差別の新たな状況を捉
える～部落差別解消推進法成立の
背景とその具体化に向けて～
講師：部落解放同盟大阪府連合会
委員長　赤井　隆史さん

○午後の部：部落問題に関する講座・
　分散会

【問い合わせ】

　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　℻   45-9120

　幼児～子ども向けの英語を使った
歌や踊り、夏をテーマにしたクイズ
やゲームをします。

【と　き】

　8 月 27 日㈫　午前 10 時～
【ところ】

　阿山保健福祉センター　ホール
【対象者】　英語に興味のある人
【料　金】　子ども１人につき 500 円
※当日受付

【問い合わせ】

　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　 mie-iifa@ict.jp

【担当課】　市民生活課

東京2020オリンピック
聖火リレー聖火ランナー

募集

社会福祉士募集

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

いがまち人権・同和教育研究大会催し

シンポジウム
「伊賀市がめざす文化芸術」

催し

病院で働こう！
～オープンホスピタル～

催し

親子英語サークルアメリカンパイ
「サマーイベント」

募集
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　子どもたちの学びの意欲を高めて
いただける地域の人を募集します。
　伊賀市教育研究センターの人材バ
ンクに登録し、市内の幼稚園、小
中学校の「ボランティア・ティー
チャー」として活動してみませんか。

【応募条件】

○地域の伝承芸能を受け継いでい
る人

○職業として技術を駆使している人
（米作り・野菜作り・理容師・美
容師など）

○ボランティア・NPO として活動
している人

○趣味やサークル活動を楽しんでい
る人（手芸・ゲートボール・将棋・
囲碁・菊作り・コーラス・楽器演
奏・料理など）

○地域の歴史や民話・戦争体験など
に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
文など）

○地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
昆虫・植物・地層など）

○科学に関心のある人（科学実験
など）

※随時募集をしています。詳しくは
お問い合わせください。

【問い合わせ】

　伊賀市教育研究センター
　☎・℻   21-8839

【担当課】　学校教育課

【対象者】

　木津川上流域で活動できる満 18
歳以上の人

【応募方法】

　木津川上流河川事務所ホームペー
ジ (http://www.kkr.mlit.go.jp/
kizujyo/) にある応募書を郵送また
はファックスで提出してください。

【申込期限】

　9 月 30 日㈪
【申込先・問い合わせ】

　〒 630-8114
　奈良市芝辻町３丁目９番地の 27
　ローダック 21 奈良ビル 
　( 一社 ) 近畿建設協会内
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局
　☎ 0742-33-1300
　℻   0742-34-1482

【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9723　℻   22-9724

　消費税増税が低所得者や子育て世
帯の消費に与える影響の緩和と、地
域の消費を喚起・下支えするために、
伊賀市プレミアム付商品券を発行し
ます。
　これに伴い、商品券を取り扱う市
内の事業所を募集します。

【申込方法】

　印鑑、市内取引金融機関（一部店
舗を除く。）の口座番号がわかるも
のをご持参ください。
※詳しくはお問い合わせください。

【申込期限】

　７月 31 日㈬　午後 5 時
※期限以後の申し込みは初回のチラ

シなどに掲載できませんが、随時
受け付けを行い、更新します。

【申込先】

　上野商工会議所または伊賀市商工
会本所・支所
※平日午前 9 時～午後 5 時

【問い合わせ】　伊賀市プレミアム付
商品券事業実行委員会
○上野商工会議所　☎ 21-0527
○伊賀市商工会　　☎ 45-2210

【担当課】　商工労働課

　合唱、合奏、軽音楽などを披露し
ていただける出演者を募集します。
日頃の練習の成果を発揮したい人な
ど、この機会に出演してみませんか。

【と　き】　9 月～ 11 月の日曜日
　午後 2 時～ 2 時 30 分

【ところ】　大山田公民館
【対象者】

　市内で活動している団体・個人
【申込方法】

　団体名・代表者の住所・氏名・電
話番号を下記までお伝えください。

【申込先・問い合わせ】

　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

　排水設備工事を施工するために
は、市から指定工事店としての指定
を受ける必要があります。指定を受
けるには、（公財）三重県下水道公社が
発行する下水道排水設備工事責任技
術者証が必要です。

【と　き】

　11 月 26 日㈫　午後１時～
【ところ】

　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234 番地）

【料　金】

　8,000 円
【申込期間】

　８月９日㈮～９月 10 日㈫　
※当日消印有効

【申込先・問い合わせ】

○（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　℻   0598-53-4867　
○上下水道部下水道課
　☎ 24-2137　℻   24-2138

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、体験・実践型の交通安全研
修「パーク＆バスライド シニアラーニ
ング」を開催します。研修会場へは
市が送迎します。

【と　き】　９月 26 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【集合時間・場所】

　市営城北駐車場（正午）
※昼食はお済ませください。
※帰着は午後５時予定

【ところ】

　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566 番地）

【対象者】

　市内在住の 65 歳以上で車を運転
する人

【定　員】　16 人　※先着順
【申込方法】

　氏名・住所・年齢・電話番号を電
話または来庁してお伝えください。

【申込期間】

　7 月 22 日㈪～ 8 月 21 日㈬
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】

　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

ボランティア・ティーチャー募集

木津川上流管内河川レンジャー募集

昼下がりの
ミニコンサート出演者

募集

伊賀市プレミアム付商品券
取扱店

募集

高齢ドライバー交通安全研修募集

下水道排水設備工事
責任技術者試験

募集
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