
※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。

【募集人数】
　若干名

【応募資格】
○看護師
　看護師免許

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

○介護福祉士
　介護福祉士資格を取得するため、

介護福祉士養成施設に入学・在学
する人で、卒業後に病院で介護福
祉士として勤務する人

【貸与額】
○看護師：月額５万円または８万円
○介護福祉士：月額５万円

【返還の免除】
　卒業後、速やかに看護師免許また
は介護福祉士資格を取得し、次の期
間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
○合格通知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
　上野総合市民病院 病院総務課
　☎ 24-1111　℻   24-1565

看護師・介護福祉士修学資金募集

　ユネスコ無形文化遺産に登録され
ている「上野天神祭のダンジリ行事」
で奏でられるお囃子の体験会を行い
ます。大人も参加できます。
【と　き】

　２月 23 日㈰
　午後１時 30 分～ 3 時
【ところ】

　中町集議所（上野中町 3007 番地）
【対象者】
　親子 15 組（小学生とその保護
者）、中学生以上５人

【申込方法】
　氏名・電話番号を上野公
民館までお伝えください。
市ホームページからも申し
込みができます。
【申込期限】

　２月 19 日㈬
【申込先】
　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

【問い合わせ】
　文化財課
　☎ 22-9678　℻   22-9667

　高齢者の雇用・就業機会を支援す
るため、樹木に関する基礎知識や道
具の取り扱い方法などの講習会を開
催します。
【と　き】　２月 29 日㈯
　午前９時～午後４時
※雨天の場合 ３月７日㈯
【ところ】

受付・講義：
　伊賀市シルバーワークプラザ
　2 階（西明寺 2782 番地の 92）
実習場所：県立伊賀白鳳高等学校
　（緑ケ丘西町 2270 番地の 1）

【対象者】
　市内在住で 55 歳以上の人

【定　員】
　20 人　※先着順

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記までお伝えください。

【申込期間】
　２月７日㈮～ 17 日㈪
【申込先・問い合わせ】

　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻   23-2040
【担当課】

　商工労働課
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演奏体験会募集
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講習会募集

【と　き】

　３月 26 日㈭
　午前の部：午前９時 30 分～
　午後の部：午後１時 30 分～
【ところ】

　ゆめテクノ伊賀
　３階テクノホール

【内　容】
○ファイバーツリーを作ろう！
　講師：三重大学産学官連携アドバ
　イザー　加藤　進さん
○大好きなゼリーの秘密を探ろう！
　講師：三重大学名誉教授
　荒木　利芳さん

【対象者】　小学校３～６年生
【定　員】　各部 30 人
【申込方法】
　チラシ記載の応募用紙に必要事項
を記入の上、郵便はがきに貼付して
郵送してください。
　詳しくはお問い合わせい
ただくか、伊賀市文化都市
協会ホームページをご覧く
ださい。
【申込期限】

　２月 28 日㈮　※消印有効
※応募者多数の場合は、３月６日㈮

午前 10 時から、ゆめテクノ伊賀
で公開抽選会を行います。

【申込先・問い合わせ】

　〒 518-0131
　ゆめが丘一丁目３番地の３
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061

【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻   22-9695

【と　き】

　２月 19 日㈬　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　２階相談室３
※２月の相談から相談会場が変わり

ます。
【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期限】

　２月 18 日㈫　午後５時
※次回の開催は４月 15 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）
　☎ 050-3383-5470
【担当課】　市民生活課

法テラス無料法律相談会募集

ゆめテクノ伊賀 こども大学募集

【掲載料】

　１枠：１カ月 15,000 円
【申込期限】

　掲載希望日の 2 カ月前
【問い合わせ】

　広聴情報課
　☎ 22-9636

２次元コード　

▲

市ホームページ

バナー広告募集中

16広報いが市 2020 年（令和２年） ２月１日号



市ホームページアドレス　https://www.city.iga.lg.jp/

　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ます。
【対象施設】（18 物件）
○市役所本庁舎（２カ所）
○ハイトピア伊賀
○ゆめぽりすセンター
○青山保健センター
○青山福祉センター
○阿山ふるさとの森公園（２カ所）
○桐ケ丘市民センター
○上下水道部事務所（３カ所）
○南消防署、丸山分署
○上野総合市民病院（４カ所）
【設置期間】

　４月１日から１年間（最長５年）
【入札日】　３月４日㈬
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】

　管財課
　☎ 22-9610　℻   24-2440

【と　き】　３月 20 日（金・祝）
　午前９時 30 分～

【ところ】　古民家の宿ふとみ
　（高尾 1752 番地）

【内　容】
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。
○千本杵での餅つき
○昔遊び：竹馬、竹こっぽりなど
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記までお伝えください。
【申込期限】

　３月 10 日㈫　午後５時
【申込先・問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　携帯電話やスマートフォンなどか
らリサイクルした金を使って三重と
こわか大会の金メダルを作ります。
　皆さんのご協力をお願いします。
【回収方法】

　いらなくなった携帯電話やスマー
トフォンを回収ボックスに入れてく
ださい。
【回収ボックス設置場所】

○本庁舎
○上野支所を除く各支所
○各地区市民センター（山田地区・

河合地区・青山支所管内の各地区
市民センターを除く。）

※期間は 11 月末までですが、必要
量が集まり次第終了する場合があ
ります。

【問い合わせ】

　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272　℻   20-2575

　この春、中学校・高等学校を卒業
する、あるいは使わなくなった制服
などがご家庭にある皆さん、使わな
くなった服を譲ってください。市内
在住の外国にルーツを持つ学生たち
が再利用させていただきます。
【対象品】

　市内の中学校・伊賀地区の高等学
校の制服・体操服
【受付期間】

　２月９日㈰～３月 22 日㈰
　午前９時～午後５時
※ただし土曜日、祝日、第１・３日

曜日は閉館しています。
【譲渡方法】

　クリーニングした制服・体操服を
多文化共生センターまで持参してく
ださい。制服などを譲ってほしい人
は、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】

○多文化共生センター
　☎ 22-9629　℻   22-9631
○市民生活課
　☎ 22-9702　℻   22-9641

自動販売機設置事業者募集 三重とこわか大会の
金メダルをつくろう

募集

制服「ください」「あげます」募集

高尾の古民家で餅つき体験募集

【と　き】　３月 26 日㈭
　午前 10 時～正午
【ところ】

　大山田農村環境改善センター　大
会議室、旧大山田せせらぎ運動公園

【内　容】　社会のさまざまな現場で
活躍しているドローンの話を聞いて
学習します。
○講師：近畿大学工業高等専門学校
　総合システム工学科都市環境コース
　准教授　中平　恭之さん

【対象者】　市内の小学校４年生以上
とその保護者

【定　員】　15 組
※申込者多数の場合は抽選し、結果

を申込者全員に郵送またはメール
で通知します。

【申込方法】
　電話・市ホームページか
ら申し込んでください。
【申込期限】

　３月２日㈪　午後５時まで
【申込先・問い合わせ】

　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

　市では、消防団員・支援団員・女
性消防団員を募集しています。
【入団資格】

　市内在住で 18 歳以上の人
【活動内容】

　特別職の地方公務員として次のよ
うな活動をしていただきます。
○火災発生時の消火活動
○地震・風水害などの大規模災害で

の救出・救助活動
○災害危険箇所の警戒巡視
○防火・防災啓発活動　など
※詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】

　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　℻   24-9111

伊賀市消防団員募集

サイエンススクール募集
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