
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【募集人数】　２人
【応募資格】
　昭和 46 年４月２日以降生まれ
で、臨床工学技士免許を持っている
人、または令和３年３月末までに取
得見込みの人
【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則によります。
※当該職種の前歴に応じた加算措置
や諸手当があります。

※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
【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」
を持参または郵送で下記まで。申込
書は上野総合市民病院ホームページ
からもダウンロードできます。
【選考方法】　作文・面接
○試験日：８月７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：令和３年４月１日㈭
【応募期限】
　７月 22日㈬
　午後５時 15分　※必着
※郵送の場合、簡易書留で送付
【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　病院総務課
　☎ 41-0065　℻  41-0068

◆５月は活動資金募集月間です
　日本赤十字社は、皆さんからの資
金によって支えられ、次のような活
動をしています。皆さんのご賛同と
ご協力をお願いします。
○災害発生時の罹災者への支援活動
○万が一に備えるための救急法や防
災などの各種講演会の開催

○献血の受付・血液の 24時間医療
機関配送　など

【令和元年度伊賀市地区活動資金受入額】
　9,681,887 円
※日本赤十字社三重県支部へ全額送
金しました。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

臨床工学技士募集

赤十字活動資金にご協力を
お願いします

　
　出会い・結婚を支援する婚活パー
ティーなど、結婚支援活動を実施す
る団体などに対し、事業費用の一部
を助成します。
【補助対象】
　住民自治協議会・公益経済団体・
市内に拠点を置く営利を目的としな
い団体などが実施する結婚支援活動
※補助金は１事業につき上限５万円
※補助件数は予算に定める範囲内
【申込方法】
　こども未来課・各支所住民福祉課
にある交付申請書に必要事項を記入
し、事業計画書・資金計画書などを
添付して下記まで持参してください。
※申請書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。

【申込先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

【任　期】
　７月１日㈬～令和３年６月30日㈬
【対象河川】
　木津川　大内橋～岩倉大橋下流
　服部川　服部橋～木津川合流
　柘植川　山神橋～服部川合流
【内　容】
　日常生活を通じて河川に関して気
づいたことなど、月１回程度レポー
トを提出
【応募資格】
　対象河川の付近にお住まいの 20
歳以上の人
【謝　礼】
　月額 4,000 円程度
【募集人数】
　若干名
【応募方法】
　応募用紙に記入の上、ファックス
または郵送で下記まで。
※詳しくは木津川上流河川事務所
ホームページをご覧ください。

【応募期限】　
　５月 31日㈰必着
【応募先・問い合わせ】
　木津川上流河川事務所管理課
　☎ 63-1611　℻  64-9070

結婚サポート事業補助金

河川愛護モニター募集

【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○ 20歳以上の健康な人
○税務・選挙・警察用務に直接関わ
りのない人

【勤務形態】
　任命期間中は非常勤の公務員で
す。あらかじめ指定された期間内（２
カ月前後）に従事します。任命期間
は、都度連絡します。
【勤務内容】
　調査対象への訪問、調査票の配布
や回収など
【勤務場所】
　市内
【報　酬】
　調査ごとに、活動日数や調査対象
数などを考慮して定めます。
【応募方法】
　電話　※随時受付
【選考方法】
　面接
【応募先・問い合わせ】
　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

　同和問題をはじめとする、あらゆ
る人権に関する研修会の講師謝金に
対して助成します。
※複数回の申し込み可。ただし、１
団体総額２万円まで。
※実績報告などが必要。
【対象事業】
　参加者がおおむね 25人以上の研
修会
【申込方法】
　三重県伊賀地域防災総合事務所ま
たは人権政策課にある申込書に必要
事項を記入の上、下記まで。
【申込期間】
　５月 18日㈪～ 12月 18日㈮
※予算の範囲内で先着順
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀地域防災総合事務所
　総務生活課
　☎ 24-8000　℻  24-8010 
【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

登録統計調査員募集

令和２年度伊賀地域
ミニ人権大学講座助成金

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆人権政策課 人権啓発パネル展
　「子どもの人権」、「部落差別解消
推進法」
【と　き】　５月１日㈮～ 28日㈭
【ところ】　本庁舎３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館「じんけんパネル展」
　「人権問題に関する三重県民意識
調査結果からみえてきたこと」
【と　き】　５月１日㈮～ 28日㈭
※開館延長日：12日㈫、19日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

◆青山公民館 人権パネル展示
　「水平社宣言」
【と　き】
　５月 12日㈫～６月 11日㈭
【ところ】
　青山公民館１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」
【と　き】
　５月 13日㈬～ 28日㈭
※開館延長日：14日㈭、21日㈭
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

【と　き】
　６月７日㈰　正午～午後４時
【ところ】
　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】
　サークル活動（大正琴・カラオケ・
バンド・コーラス・オカリナ・カン
トリーダンス）などの発表
【問い合わせ】
　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　℻  59-2574

【と　き】
①５月 22日㈮、６月 26日㈮、７
月 17日㈮
　午後７時 30分～８時 30分
②６月４日㈭、７月２日㈭、８月６
日㈭　午前 10時～ 11時
※①か②を選んでください。
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　陶山　美佐さん
【対象者】
　市内在住で 18歳以上の人
【定　員】　各回先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　５月８日㈮
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】　６月８日㈪
①午前 10時～正午
②午後２時～４時
【ところ】
①壬生野地区市民センター
②大山田公民館
【内　容】
　スマートフォンを使ったことのな
い人を対象に、基本的な使い方や活
用方法などを分かりやすく教えま
す。※①②どちらも同じ内容です。
【対象者】
　市内在住でおおむね60歳以上の人
【定　員】
　各回先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　５月８日㈮
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
○いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻  45-9160
　 igamachi-cc@city.iga.lg.jp
○大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

からだのほぐし体操

シニア向け
初めてのスマホ講座

人権パネル展

【と　き】
　５月 19日㈫
　午後７時 30分～午後９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：「それぞれの峠を越えて」
○講師：徳島県人権エンタメ集団
　　　　「友輝」　中倉　茂樹さん
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162

　特産農産物の付加価値化と栽培農
家の経営を支援します。
　申請方法や助成金額などは市ホー
ムページでご確認いただくか、お問
い合わせください。
【対象者】
　市内に住所があり、搾油用菜種ま
たはアスパラガスを生産する組織ま
たは個人
【申請方法】
　交付申請書兼請求書に必要書類を
添付のうえ、下記まで提出。
※交付申請書兼請求書は、市ホーム
ページからダウンロードできま
す。また、必要書類についても市
ホームページをご確認ください。

【交付申請書兼請求書の提出期限】
○搾油用菜種：指定処理施設「菜の
舎」へ出荷販売または加工処理を
した日から３カ月以内
○アスパラガス：新規または更新に
よって、株を購入した日から３カ
月以内

【助成金額および交付要件】
○搾油用菜種： 50 円 /kg（出荷販
売または加工処理）
※「菜の舎」へ出荷販売または加工
処理をしたものに限ります。
○アスパラガス：30円 /株
※新規または更新により購入したも
のに限ります。

【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715
　 nourin@city.iga.lg.jp

第1回
おおやまだ人権大学講座
inライトピア

島ヶ原文化サークルまつり
（演芸会）

特産農産物の生産を支援
します
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【募集人数】　２人
【応募資格】
　昭和 46 年４月２日以降生まれ
で、臨床工学技士免許を持っている
人、または令和３年３月末までに取
得見込みの人
【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則によります。
※当該職種の前歴に応じた加算措置
や諸手当があります。
※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
【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」
を持参または郵送で下記まで。申込
書は上野総合市民病院ホームページ
からもダウンロードできます。
【選考方法】　作文・面接
○試験日：８月７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：令和３年４月１日㈭
【応募期限】
　７月 22日㈬
　午後５時 15分　※必着
※郵送の場合、簡易書留で送付
【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　病院総務課
　☎ 41-0065　℻  41-0068

◆５月は活動資金募集月間です
　日本赤十字社は、皆さんからの資
金によって支えられ、次のような活
動をしています。皆さんのご賛同と
ご協力をお願いします。
○災害発生時の罹災者への支援活動
○万が一に備えるための救急法や防
災などの各種講演会の開催
○献血の受付・血液の 24時間医療
機関配送　など

【令和元年度伊賀市地区活動資金受入額】
　9,681,887 円
※日本赤十字社三重県支部へ全額送
金しました。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

臨床工学技士募集

赤十字活動資金にご協力を
お願いします

　
　出会い・結婚を支援する婚活パー
ティーなど、結婚支援活動を実施す
る団体などに対し、事業費用の一部
を助成します。
【補助対象】
　住民自治協議会・公益経済団体・
市内に拠点を置く営利を目的としな
い団体などが実施する結婚支援活動
※補助金は１事業につき上限５万円
※補助件数は予算に定める範囲内
【申込方法】
　こども未来課・各支所住民福祉課
にある交付申請書に必要事項を記入
し、事業計画書・資金計画書などを
添付して下記まで持参してください。
※申請書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。

【申込先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

【任　期】
　７月１日㈬～令和３年６月30日㈬
【対象河川】
　木津川　大内橋～岩倉大橋下流
　服部川　服部橋～木津川合流
　柘植川　山神橋～服部川合流
【内　容】
　日常生活を通じて河川に関して気
づいたことなど、月１回程度レポー
トを提出
【応募資格】
　対象河川の付近にお住まいの 20
歳以上の人
【謝　礼】
　月額 4,000 円程度
【募集人数】
　若干名
【応募方法】
　応募用紙に記入の上、ファックス
または郵送で下記まで。
※詳しくは木津川上流河川事務所
ホームページをご覧ください。

【応募期限】　
　５月 31日㈰必着
【応募先・問い合わせ】
　木津川上流河川事務所管理課
　☎ 63-1611　℻  64-9070

結婚サポート事業補助金

河川愛護モニター募集

【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○ 20歳以上の健康な人
○税務・選挙・警察用務に直接関わ
りのない人

【勤務形態】
　任命期間中は非常勤の公務員で
す。あらかじめ指定された期間内（２
カ月前後）に従事します。任命期間
は、都度連絡します。
【勤務内容】
　調査対象への訪問、調査票の配布
や回収など
【勤務場所】
　市内
【報　酬】
　調査ごとに、活動日数や調査対象
数などを考慮して定めます。
【応募方法】
　電話　※随時受付
【選考方法】
　面接
【応募先・問い合わせ】
　総務課
　☎ 22-9690　℻  22-9672

　同和問題をはじめとする、あらゆ
る人権に関する研修会の講師謝金に
対して助成します。
※複数回の申し込み可。ただし、１
団体総額２万円まで。
※実績報告などが必要。
【対象事業】
　参加者がおおむね 25人以上の研
修会
【申込方法】
　三重県伊賀地域防災総合事務所ま
たは人権政策課にある申込書に必要
事項を記入の上、下記まで。
【申込期間】
　５月 18日㈪～ 12月 18日㈮
※予算の範囲内で先着順
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀地域防災総合事務所
　総務生活課
　☎ 24-8000　℻  24-8010 
【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

登録統計調査員募集

令和２年度伊賀地域
ミニ人権大学講座助成金

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆人権政策課 人権啓発パネル展
　「子どもの人権」、「部落差別解消
推進法」
【と　き】　５月１日㈮～ 28日㈭
【ところ】　本庁舎３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館「じんけんパネル展」
　「人権問題に関する三重県民意識
調査結果からみえてきたこと」
【と　き】　５月１日㈮～ 28日㈭
※開館延長日：12日㈫、19日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

◆青山公民館 人権パネル展示
　「水平社宣言」
【と　き】
　５月 12日㈫～６月 11日㈭
【ところ】
　青山公民館１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」
【と　き】
　５月 13日㈬～ 28日㈭
※開館延長日：14日㈭、21日㈭
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

【と　き】
　６月７日㈰　正午～午後４時
【ところ】
　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】
　サークル活動（大正琴・カラオケ・
バンド・コーラス・オカリナ・カン
トリーダンス）などの発表
【問い合わせ】
　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　℻  59-2574

【と　き】
①５月 22日㈮、６月 26日㈮、７
月 17日㈮

　午後７時 30分～８時 30分
②６月４日㈭、７月２日㈭、８月６
日㈭　午前 10時～ 11時

※①か②を選んでください。
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　陶山　美佐さん
【対象者】
　市内在住で 18歳以上の人
【定　員】　各回先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　５月８日㈮
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】　６月８日㈪
①午前 10時～正午
②午後２時～４時
【ところ】
①壬生野地区市民センター
②大山田公民館
【内　容】
　スマートフォンを使ったことのな
い人を対象に、基本的な使い方や活
用方法などを分かりやすく教えま
す。※①②どちらも同じ内容です。
【対象者】
　市内在住でおおむね60歳以上の人
【定　員】
　各回先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　５月８日㈮
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
○いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻  45-9160
　 igamachi-cc@city.iga.lg.jp
○大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

からだのほぐし体操

シニア向け
初めてのスマホ講座

人権パネル展

【と　き】
　５月 19日㈫
　午後７時 30分～午後９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：「それぞれの峠を越えて」
○講師：徳島県人権エンタメ集団
　　　　「友輝」　中倉　茂樹さん
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162

　特産農産物の付加価値化と栽培農
家の経営を支援します。
　申請方法や助成金額などは市ホー
ムページでご確認いただくか、お問
い合わせください。
【対象者】
　市内に住所があり、搾油用菜種ま
たはアスパラガスを生産する組織ま
たは個人
【申請方法】
　交付申請書兼請求書に必要書類を
添付のうえ、下記まで提出。
※交付申請書兼請求書は、市ホーム
ページからダウンロードできま
す。また、必要書類についても市
ホームページをご確認ください。

【交付申請書兼請求書の提出期限】
○搾油用菜種：指定処理施設「菜の
舎」へ出荷販売または加工処理を
した日から３カ月以内

○アスパラガス：新規または更新に
よって、株を購入した日から３カ
月以内

【助成金額および交付要件】
○搾油用菜種： 50 円 /kg（出荷販
売または加工処理）

※「菜の舎」へ出荷販売または加工
処理をしたものに限ります。

○アスパラガス：30円 /株
※新規または更新により購入したも
のに限ります。

【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9713　℻  22-9715
　 nourin@city.iga.lg.jp

第1回
おおやまだ人権大学講座
inライトピア

島ヶ原文化サークルまつり
（演芸会）

特産農産物の生産を支援
します
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