
24広報いが市 2013 年（平成 25 年） 11 月１日号

合同就職セミナー催し

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナー（U・J・I ターンを含む合
同求人説明会）を開催します。多数
ご参加ください。

【と　き】
　12 月３日㈫　午後１時～４時

【ところ】　上野フレックスホテル
【参加企業（求人企業）】
　市内企業・周辺企業など約 30 社

【対象者】
　卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と、職業についていない人

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　名張商工会議所　☎ 63-0800
　伊賀市商工会　☎ 45-2210

いがまち人権パネル展催し

　いがまち人権センターでは毎月、
人権・平和・環境に関わる情報を発
信しています。

【と　き】
　11 月６日㈬～ 21 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。

【ところ】
　いがまち人権センター

【内　容】
　「自閉症を知っていますか？」
　誤解されがちな自閉症への理解を
深めるため、パネルなどを展示します。
　パネルを通じて自閉症について学
んでみませんか。

【問い合わせ】　いがまち人権センター　
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

【と　き】　11 月 15 日㈮
　　　　　午後７時 30 分～９時

【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　女性の人権～なぜ、男女
共同参画が必要か？～

【講　師】　大阪府立男女共同参画・
青少年活動推進センターカウンセラー　　
　川喜多　好恵さん

【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

いがまち人権センター
解放講座

催し

ハイトピア伊賀 駅前広場
完成グランドオープンイベント

わざとすべ～夢の体験～

催し

　上野市駅前広場の完成を記念し、
ハイトピア伊賀を中心にまちなかの
施設を利用して、まちを歩きながら
さまざまな催しが楽しめるイベント
を実施します。

【と　き】　
　11 月４日（月・振替）
　午前９時～午後５時 30 分

【ところ】
◦ハイトピア伊賀　◦上野市駅前広場
◦栄楽館　　　　◦入交家
◦甲野屋駐車場
◦銀座中央駐車場　ほか

【内　容】
○体験ブース
　地域の伝統文化や技術、最新の技
術やパフォーマンスの体験教室
○飲食ブース
　相可高校が企画、製作した三重の
食材弁当やＢ級グルメの販売などを
はじめ、伊賀・三重の食材にこだわっ
た飲食ブースを多数出店します。
○ステージイベント
◦キッズファッションショー
◦スーパー Boy ＆ Girl コンテスト
◦大知正紘コンサート
◦ゆるキャラショー
◦ダンスステージ　など
※そのほかにも婚活イベント、クイ　
　ズラリーなど、多数の催しがあり
　ます。

【問い合わせ】
　ハイトピア伊賀管理組合
　☎ 51-5691
　上野商工会議所青年部
　☎ 21-0527
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

　公民館を中心にして、地域での新
たな取り組みについて考える体験型
研修会です。
※事前にお申し込みください。

【と　き】
　11 月 29 日㈮　午後７時～

【ところ】
　青山ホール　

【申込先・問い合わせ】
　青山公民館　
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

地域コミュニティの中心
としての公民館をめざして

催し

催し 認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

【と　き】　11 月 19 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。ミュージッ
クコーディネーターによる音楽療法
も行います。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知症
　の人が参加する場合は、事前に連
　絡してください。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

「税を考える週間」
【と　き】
　11 月９日㈯・10 日㈰
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　うえせん白鳳プラザ
　　　　　（上野東町 2957）

【内　容】
○「税に関する作品」表彰式
　（９日　午前 10 時 30 分～）
○ 税理士による税務相談会 ※予約優先
○ 個別記帳相談会　※予約優先
○ 会計ソフト体験コーナー
○「税に関する作品」入選作品展示

【問い合わせ】
　伊賀青色申告会
　☎ 26-1016　ＦＡＸ 51-0525
　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

催し

　平成 26 年１月から、事業所得、
不動産所得、山林所得がある全ての
人が、記帳・帳簿などの保存制度の
対象になります。
　この変更に伴って白色事業所得者
の記帳について説明会を行います。

【と　き・ところ】
① 11 月 19 日㈫
　午後１時 30 分～３時 30 分
　11 月 20 日㈬
　午前 10 時～正午
　県伊賀庁舎 ３階中会議室
② 11 月 14 日㈭
　午前 10 時～正午
　名張市武道交流館いきいき　会議室１
③ 11 月 14 日㈭
　午後７時～９時
　ハイトピア伊賀　５階学習室２

【問い合わせ】
　上野税務署 個人課税第一部門　
　☎ 21-0289

白色申告者の記帳説明会催し
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自衛官になりませんか募集

◆防衛大学校学生（後期）
【試験日程】
○第１次試験
　平成 26 年３月１日㈯
○第２次試験
　平成 26 年３月 13 日㈭

【試験会場】
　防衛大学校（神奈川県横須賀市）

【応募資格】
　18 歳以上 21 歳未満で、次のい
ずれかに該当する人
①高校または中等教育学校を卒業し　
　た人（見込みを含む）
② ①の人と同等以上であると文部
　科学大臣が認めた人
③高等専門学校第３学年次を修了し
　た人（見込みを含む）
※応募方法は伊賀地域事務所へお問
　い合わせください。

【受付期間】　
　平成 26 年１月 22 日㈬～ 31 日㈮

【問い合わせ】
　防衛省自衛隊　伊賀地域事務所　　　
　☎ 21-6720

伊賀のかんこ踊り
映像鑑賞とトークの会

催し

　三重県を代表する民俗芸能に、鞨
鼓（かっこ・かんこ）と呼ばれる太
鼓を胸に付けて踊る「かんこ踊り」
があります。現在、市内４地区で継
承されています。
　かんこ踊りを観て、聴いて、その
伝統意義を感じてください。

【と　き】
　12 月１日㈰　午後１時 30 分～

【ところ】
　あやま文化センター
　さんさんホール

【内　容】
①伊賀のかんこ踊りの映像上映
②かんこ踊りを語る会
③パネル展示

【問い合わせ】
　文化財室
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

差別をなくす強調月間
『人権フェスティバル』

催し

　11 月 11 日 ～ 12 月 10 日 の 差
別をなくす強調月間に、人権フェス
ティバルを次のとおり各学校で開催
します。主に児童・生徒の人権・同
和問題学習ですが、どなたでも参加
できます。学校での取り組みをご理
解いただける機会ですので、ともに
学習し、理解を深めてはいかがで
しょうか。
■霊中のつどい・人権フェスティバル

【と　き】　11 月９日㈯
　午前９時 10 分～ 10 時 40 分

【ところ】　霊峰中学校体育館
【内　容】
　語りと歌と人権コンサート「いち
ばん星みーつけた」
《講　師》
　いちばん星（松阪市立西中学校卒
業生を中心としたグループ）
■柘植中学校区人権フェスティバル

【と　き】　11 月９日㈯
　午後３時～４時

【ところ】　柘植中学校体育館
【内　容】　人権落語「自分の人生、
自分が主役　～くらべず、あせらず、
なまけずに～」
《講　師》
　上方落語家　露の新治さん
■部落問題を考える３校６年生の

集い・人権フェスティバル
【と　き】　11 月 12 日㈫
　午後１時 10 分～４時

【ところ】　柘植小学校会議室
【内　容】
　講演会「出会いと表現　～あるこ
とをないことにしない～」
《講　師》
　徳島県同和地区青少年団体連絡協
議会「止揚の会」事務局
　大湾　昇さん

【問い合わせ】　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

やまなみ文化祭催し

【と　き】　11 月 10 日㈰
　　　　　午前９時 20 分～

【ところ】
　ふるさと会館いが　大ホール

【内　容】
　歌・踊り・演奏などやまなみ文化
協会の 15 サークルが出演します。

【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

「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

ウェルカムベビー教室募集

　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として、「ウェルカムベビー教室」
を実施します。妊婦さんはもちろん、
赤ちゃんのお世話をする家族も一緒
にご参加ください。

【と　き】
　12 月８日㈰　午前 10 時～正午

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】 　妊婦体験（家族対象）・
沐浴体験・情報交換会　など

【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）

【定　員】　15 組　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳
【申込受付開始日】　11 月 11 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

平成２６年度三重大学医学部
医学科推薦入試地域枠 B の

市長推薦
【内　容】
　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた推薦入試地域枠Ｂ
の出願は、市長の推薦を受けること
が要件です。

【推薦要件】
　次のすべての要件を満たす人
①三重大学の推薦要件を満たすこと
②扶養義務者が市内に３年以上居住
　していること
③卒業後、県内で地域医療に携わる　
　と確約できること
※詳しくはお問い合わせいただくか
　市ホームページ・三重大学推薦入
　試学生募集要項をご覧ください。

【選考方法】
　面接

【提出書類】
　学校長の推薦依頼書など

【申込期間】
　11 月６日㈬～ 18 日㈪　※必着

【申込方法】
　学校を通じて、持参または郵送で
お申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地　ハ
イトピア伊賀４階
　伊賀市健康福祉部地域医療対策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9666
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