
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　スポーツ施設や設備の整備、ス
ポーツ事業の実施や奨励に関するこ
となど、スポーツに関する重要事項
について調査、審議いただける委員
を募集します。
【募集人数】　３人以内
【応募資格】　市内在住の満 20歳以
上 70歳未満の人
※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】　年４回程度
【任　期】　２年
　（９月１日～令和４年８月 31日）
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募用紙をＥメール・郵送・持参
のいずれかで下記まで。
　応募用紙は、スポーツ振興課にあ
るほか、市ホームページからダウン
ロードできます。
【選考方法】
　作文審査（応募の動機、委員の構
成比率などを考慮して選考します。）
※選考結果は、応募者全員に通知し
ます。

【応募期限】　８月 21日㈮必着
※Ｅメールは午後５時受信分まで
【応募先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻   22-9694
　 sports@city.iga.lg.jp

【募集人数】　各１人
【応募資格】
○言語聴覚士：昭和 56年４月２日
以降生まれで、言語聴覚士免許を
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

○歯科衛生士：昭和 46年４月２日
以降生まれで、歯科衛生士免許を
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・規則に定めるところに
よります。
【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４日㈮
※時間など詳細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】
　８月 21日㈮　午後５時 15分
※必着
※郵送の場合、簡易書留で送付して
ください。

【問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 24-1111　℻  24-2268
　 byouin-soumu@city.iga.lg.jp

　市の人権政策や、あらゆる差別の
撤廃、人権擁護に関することを調査・
審議していただける委員を募集し
ます。
【募集人数】　１人
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住で満 20歳以上
○市が設置する他の審議会・その他
附属機関の委員でない人
※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】
　年２～４回程度（平日の昼間）
【任　期】　委嘱の日から２年間
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　人権が尊重される社会
づくりについての提言や自分の役割
などを、400字以上 800字以内（様
式は自由）にまとめ、応募用紙とあ
わせて、郵送・Eメール・持参のい
ずれかで下記まで。
　応募用紙は、人権政策課、各支所
振興課にあるほか、市ホームページ
からダウンロードできます。
【選考方法】
　作文審査・面接（面接の日程など
は、後日お知らせします。）
　委員の構成比率などを考慮して決
定し、選考結果を本人に通知します。
【応募期限】
　９月 30日㈬　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

スポーツ推進審議会
委員募集

言語聴覚士・歯科衛生士
募集 人権政策審議会委員募集

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

　学校でのいじめや家庭内での児童
虐待など子どもをめぐるさまざまな
人権問題の解決を図るため、全国一
斉「子どもの人権 110 番」強化週
間を実施します。
【と　き】　８月28日㈮～９月３日㈭
平　日：午前８時 30分～午後７時
土・日：午前 10時～午後５時
【相談先電話番号】
　☎ 0120-007-110
　（全国共通フリーダイヤル）
【問い合わせ】
○津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193
　℻  059-213-3319
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684

子ども人権 110番
強化週間

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

　就業するときに役立つように、保
育の現場で就業体験をします。
【と　き】
　８月 28日㈮　午前９時～正午
【ところ】　しろなみ保育所
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人で、シ
ルバー人材センターに入会し、就業
を希望する人
【定　員】　10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電
話またはファックスで下記まで。
【申込期限】　８月 14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

　就業するときに役立つように、調
理の分野での就業をめざすための講
習です。
【と　き】
　９月８日㈫～ 11日㈮の４日間　
　午前９時 30分～午後５時
【ところ】　上野ガス株式会社
（上野茅町 2668-1　フラム）
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人で、シ
ルバー人材センターに入会し、就業
を希望する人と１年間就業をしてい
ない会員。
【定　員】　10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電
話またはファックスで下記まで。
【申込期限】　８月 25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

シルバーで保育体験

調理のきほん講習

ふわふわだし巻き卵の作り方
～秋の味覚を添えて～
【と　き】　10月３日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【内　容】　大切な人と笑顔で過ごす
ため、簡単で美味しい料理に挑戦し
ましょう。
メニュー：キノコの味ご飯・豚バラ
肉の角煮・だし巻き卵・白菜のごま
酢和え
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着 12人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　８月６日㈭
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

おとこの料理教室

【と　き】
　９月 19 日・26 日、10 月３日・
10日・17日
※すべて土曜日、午前９時 30分～
午後４時 30分

【ところ】
　ゆめテクノ伊賀テクノホール
　（ゆめが丘一丁目 3-3）
【内　容】　創業を成功させるポイン
トなど開業基礎知識の習得とビジネ
スプラン作成
【対象者】　伊賀地域で創業を考えて
いる人・創業して間もない人
【料　金】　5,000 円
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話またはファックスで下
記まで。
【申込期限】　９月８日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　℻  45-5307

創業スクール 2020

【と　き】　８月 18日㈫
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：LGBT と多様性　～虹色に
輝くまちづくりを目指して～
○講師：（一社）E

エ リ ー

LLY　佐野　滉亮さん
【申込方法】　講演当日までに氏名・
電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

第２回　おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

　うえのまちまちづくり協議会で
は、あなたが残したい“うえのまち”
の写真を募集しています。
　「古き良きまちなみ」や「まちに
集う人の息づかい」などを撮影して
みませんか。
　入選者には賞品があります。
【応募方法】
　写真に応募票を添付して郵送また
は持参してください。
※詳しくはパンフレットをご覧くだ
さい。パンフレットは中心市街地
推進課・各支所・各公民館・各地
区市民センターにあるほか、市
ホームページからダウンロードで
きます。

【応募期限】
　令和３年２月１日㈪
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　上野丸之内 500 
　ハイトピア伊賀　２階
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　（中心市街地推進課内）
　☎ 22-9825　℻  22-9628

“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

2020.8 30



※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　スポーツ施設や設備の整備、ス
ポーツ事業の実施や奨励に関するこ
となど、スポーツに関する重要事項
について調査、審議いただける委員
を募集します。
【募集人数】　３人以内
【応募資格】　市内在住の満 20歳以
上 70歳未満の人
※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】　年４回程度
【任　期】　２年
　（９月１日～令和４年８月 31日）
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募用紙をＥメール・郵送・持参
のいずれかで下記まで。
　応募用紙は、スポーツ振興課にあ
るほか、市ホームページからダウン
ロードできます。
【選考方法】
　作文審査（応募の動機、委員の構
成比率などを考慮して選考します。）
※選考結果は、応募者全員に通知し
ます。

【応募期限】　８月 21日㈮必着
※Ｅメールは午後５時受信分まで
【応募先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻   22-9694
　 sports@city.iga.lg.jp

【募集人数】　各１人
【応募資格】
○言語聴覚士：昭和 56年４月２日
以降生まれで、言語聴覚士免許を
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
○歯科衛生士：昭和 46年４月２日
以降生まれで、歯科衛生士免許を
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・規則に定めるところに
よります。
【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４日㈮
※時間など詳細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】
　８月 21日㈮　午後５時 15分
※必着
※郵送の場合、簡易書留で送付して
ください。

【問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 24-1111　℻  24-2268
　 byouin-soumu@city.iga.lg.jp

　市の人権政策や、あらゆる差別の
撤廃、人権擁護に関することを調査・
審議していただける委員を募集し
ます。
【募集人数】　１人
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住で満 20歳以上
○市が設置する他の審議会・その他
附属機関の委員でない人
※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】
　年２～４回程度（平日の昼間）
【任　期】　委嘱の日から２年間
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　人権が尊重される社会
づくりについての提言や自分の役割
などを、400字以上 800字以内（様
式は自由）にまとめ、応募用紙とあ
わせて、郵送・Eメール・持参のい
ずれかで下記まで。
　応募用紙は、人権政策課、各支所
振興課にあるほか、市ホームページ
からダウンロードできます。
【選考方法】
　作文審査・面接（面接の日程など
は、後日お知らせします。）
　委員の構成比率などを考慮して決
定し、選考結果を本人に通知します。
【応募期限】
　９月 30日㈬　※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

スポーツ推進審議会
委員募集

言語聴覚士・歯科衛生士
募集 人権政策審議会委員募集

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

　学校でのいじめや家庭内での児童
虐待など子どもをめぐるさまざまな
人権問題の解決を図るため、全国一
斉「子どもの人権 110 番」強化週
間を実施します。
【と　き】　８月28日㈮～９月３日㈭
平　日：午前８時 30分～午後７時
土・日：午前 10時～午後５時
【相談先電話番号】
　☎ 0120-007-110
　（全国共通フリーダイヤル）
【問い合わせ】
○津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193
　℻  059-213-3319
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻   22-9684

子ども人権 110番
強化週間

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

　就業するときに役立つように、保
育の現場で就業体験をします。
【と　き】
　８月 28日㈮　午前９時～正午
【ところ】　しろなみ保育所
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人で、シ
ルバー人材センターに入会し、就業
を希望する人
【定　員】　10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電
話またはファックスで下記まで。
【申込期限】　８月 14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

　就業するときに役立つように、調
理の分野での就業をめざすための講
習です。
【と　き】
　９月８日㈫～ 11日㈮の４日間　
　午前９時 30分～午後５時
【ところ】　上野ガス株式会社
（上野茅町 2668-1　フラム）
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人で、シ
ルバー人材センターに入会し、就業
を希望する人と１年間就業をしてい
ない会員。
【定　員】　10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電
話またはファックスで下記まで。
【申込期限】　８月 25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

シルバーで保育体験

調理のきほん講習

ふわふわだし巻き卵の作り方
～秋の味覚を添えて～
【と　き】　10月３日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【内　容】　大切な人と笑顔で過ごす
ため、簡単で美味しい料理に挑戦し
ましょう。
メニュー：キノコの味ご飯・豚バラ
肉の角煮・だし巻き卵・白菜のごま
酢和え
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着 12人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　８月６日㈭
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

おとこの料理教室

【と　き】
　９月 19 日・26 日、10 月３日・
10日・17日
※すべて土曜日、午前９時 30分～
午後４時 30分

【ところ】
　ゆめテクノ伊賀テクノホール
　（ゆめが丘一丁目 3-3）
【内　容】　創業を成功させるポイン
トなど開業基礎知識の習得とビジネ
スプラン作成
【対象者】　伊賀地域で創業を考えて
いる人・創業して間もない人
【料　金】　5,000 円
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話またはファックスで下
記まで。
【申込期限】　９月８日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　℻  45-5307

創業スクール 2020

【と　き】　８月 18日㈫
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：LGBT と多様性　～虹色に
輝くまちづくりを目指して～

○講師：（一社）E
エ リ ー

LLY　佐野　滉亮さん
【申込方法】　講演当日までに氏名・
電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

第２回　おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

　うえのまちまちづくり協議会で
は、あなたが残したい“うえのまち”
の写真を募集しています。
　「古き良きまちなみ」や「まちに
集う人の息づかい」などを撮影して
みませんか。
　入選者には賞品があります。
【応募方法】
　写真に応募票を添付して郵送また
は持参してください。
※詳しくはパンフレットをご覧くだ
さい。パンフレットは中心市街地
推進課・各支所・各公民館・各地
区市民センターにあるほか、市
ホームページからダウンロードで
きます。

【応募期限】
　令和３年２月１日㈪
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　上野丸之内 500 
　ハイトピア伊賀　２階
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　（中心市街地推進課内）
　☎ 22-9825　℻  22-9628

“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp
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