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名誉市民選考・
表彰審査委員会委員

募集

　市では、自治振興を促進するため、
市制施行記念日に市政功労者、善行
者を表彰しています。
　また、市の発展に多大な貢献をさ
れ、功績がひときわ優れた人に対し
て名誉市民の称号を贈ることとして
います。
　これらの選考について検討する名
誉市民選考・表彰審査委員会委員を
募集します。
【募集人数】
　1 人程度
【応募資格】
①市内在住で満 20 歳以上の人
②市議会議員・市職員でない人
【任　期】
　４月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日
【報　酬】
　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。
【開催回数】
　年 1 回（原則として平日の昼間
2 時間程度を予定）
【応募方法】
　「伊賀市名誉市民選考・表彰審査
委員会委員への応募動機」を 600
字以内（様式は自由）にまとめ、住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号を記入の上、郵送・E メー
ル・持参のいずれかで提出してくだ
さい。
【選考方法】　作文審査・面接　
※選考結果は、応募者全員に通知し
　ます。
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】
　2 月 29 日㈪
※消印有効　
※ E メールは午後 5 時受信分まで
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市総務部秘書課
　☎ 22-9600　FAX 24-7900　
　　hisho@city.iga.lg.jp

認知症サポーター養成講座募集

　認知症サポーターとは、認知症に
ついて正しい知識や適切な対応の仕
方を学び、日常の暮らしの中や地域
で、認知症の人やその家族を温かい
目で見守る、認知症の人への応援者
です。
　この講座は、何か特別なことをし
ていただくものではなく、応援者と
なっていただくためのものです。
　養成講座を受講すれば、認知症サ
ポーターになることができます。
※認知症サポーター養成講座修了生
　の人には、認知症サポーターの証
　である「オレンジリング」をお渡
　しします。
【と　き】
　３月６日㈰
　午後３時～（２時間程度）

（受付：午後２時 30 分）
【ところ】
　サンピア伊賀　３階伊賀の間
【申込期限】
　２月 26 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　FAX 26-3950

少子化対策推進委員会委員募集

　市では、平成 27 年２月に、「子
ども・子育て支援事業計画」を策定
し、「すべての子どもが健やかに、
誇りをもって成長することができる
まち伊賀市」の実現に向け、子ども・
子育て施策を推進しています。
　この計画の進行状況や達成状況な
どについて、ご意見をいただける委
員を募集します。
【募集人数】
　２人以内
【応募資格】　
①市内在住で満 20 歳以上の人
②市議会議員・市職員でない人
③市が設置する他の審議会や附属機
　関の委員でない人
【任　期】
　４月１日～平成 30 年３月 31 日
【報　酬】
　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。
【開催回数】
　任期内に５回程度（原則として平
日の昼間２時間程度を予定）
【応募方法】
　作文「子育て支援の充実について
思うこと」を 800 字以内（様式は
自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
がな）・性別・年齢・電話番号を記
入の上、郵送・E メール・持参のい
ずれかで提出してください。
【選考方法】
　作文審査
※性別・年齢など委員の構成比率を
　考慮して決定します。
※選考結果は、応募者全員に通知し
　ます。
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】
　３月 10 日㈭　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部こども家庭課
　☎ 22-9658　FAX 22-9646
　　kodomo@city.iga.lg.jp

春休み中の障がい児童の
支援について

募集

　障がいのある小学生を対象に、春
休み中の活動の場を提供するため、
日中一時支援事業を行います。
【対象者】
　障がいのある小学生（卒業する児
童を含む。）
【と　き】
　３月 28 日㈪～４月５日㈫
　午前９時～午後４時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　大山田小学校
【利用者負担金】
　原則、自立支援給付費の１割
【申請期限】　３月４日㈮
【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　FAX 22-9662

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」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　ＦＡＸ 22-9662 QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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ブラジルの食と文化を
知ろう !!

募集

【と　き】　3 月 20 日㈰
【ところ】
　青山ハーモニー・フォレスト
≪第 1部≫
　午前 10 時～午後 1 時
【内　容】
　ブラジル料理の調理実習と食事会
【参加費】　1,000 円
【申込受付開始日】
　2 月 15 日㈪
【定　員】　30 人　※先着順
≪第 2部≫
　午後 1 時～ 3 時
【内　容】　ブラジルの紹介
※第 2 部のみの参加も可能です。第
　2 部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

『恋のH
は っ ぴ ー

APPY大作戦』
春が来た !婚活パーティー

募集

～メイクをしてパーティーに出よう～
　当日は、心のメイクセミナー（男
性）や無料プロメイク体験（女性）
で自分を磨いた後、婚活パーティに
参加します。会場で素敵な出会いを
見つけませんか。
【と　き】
　３月６日㈰　午後３時～８時
【ところ】　上野フレックスホテル
【参加費】
　男性：7,000 円　女性：3,000 円
【対象者】　伊賀市に関心をもつ 25
歳～ 45 歳位の男女
【定　員】　男女各 30 人
【応募期限】　２月 22 日㈪
【申込先・問い合わせ】　
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　こども家庭課
　☎ 22-9654　FAX 22-9646

そば打ち体験 de国際交流募集

　国際交流をしながら伊賀市で採れ
たそば粉を使った「そば打ち体験」
をしませんか。
　先生が丁寧に楽しくそば打ちを教
えてくれます。打ちたてのそばをそ
の場でゆでて、交流しながらいただ
きます。
【と　き】
　2 月 21 日㈰　正午～午後３時
【ところ】
　道の駅あやま「玉の腰そば打ち道場」
【参加費】
○伊賀市国際交流協会会員：500 円　
○非会員：800 円
【定　員】
　20人（日本人：10人、外国人：10人）
※先着順
【申込受付開始日】
　２月８日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

伊賀市消防団員募集

　消防団は、火災発生時の消火活動
をはじめ、地震・風水害などの大規
模災害での救出救助活動や災害危険
箇所の警戒巡視、防火防災啓発活動
など、その果たす役割は極めて大き
いものがあります。
　しかし、少子高齢化などに伴い、
消防団員の確保が困難になっています。
　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。
　大切な人・まちを守りませんか。
入団を希望する人はご連絡ください。
【入団資格】
　市内在住で 18 歳以上の人
【処遇など】
○特別職の地方公務員
○年報酬、出動手当
○公務員災害補償
○退職報償金　など
【申込先・問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115
　FAX 24-9111

ゆめテクノ伊賀こども大学募集

　春休みを利用して、楽しい工作や
科学の授業に参加しませんか。
【と　き】　3 月 29 日㈫
　午前 9 時 30 分・午後 1 時 30 分
の２回
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール
【内　容】
○砂糖の不思議
○音の出る宝石箱を作ろう !
【講　師】　三重大学教授
【対象者】　小学生
【定　員】　各回 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、官製はがきに貼付し、
郵送してください。
　詳しくは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 26 日㈮　※消印有効
※応募者多数の場合は公開抽選会を
　行います。
◆公開抽選会
【と　き】
　3 月 11 日㈮　午前 10 時～
【ところ】　ゆめテクノ伊賀
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘１丁目 3-3
　ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

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】
　市役所本庁舎・阿山支所庁舎・大
山田支所庁舎・島ヶ原支所庁舎・斎
苑・農村ふれあいセンター・ゆめぽ
りすセンター・上野総合市民病院な
ど（22 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４日㈮
　詳しくは、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
領などをご覧いただき、参加要件や
設置に関する条件などをご確認くだ
さい。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　FAX 24-2440

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　
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