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　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野市駅の屋根は、非常に特
徴的でマンサード屋根と呼ばれ
ていますが、そのルーツは（　　）
です。
①イギリス　②ドイツ　③フラ
ンス　④イタリア

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

障がい者郵送貸出サービスお知
らせ
お知
らせ

　上野図書館では、障がいによって
来館が困難な人に対して図書の郵送
貸出サービスを行っています。

【対象者】　市内在住で次のいずれか
に該当する人
○身体障害者手帳１級・２級の交付
　を受けている人
○療育手帳 A1・A2 の交付を受け
　ている人
○精神障害者保健福祉手帳１級の交
　付を受けている人
※本人または代理人が、対象となる
　手帳を提示して登録する必要があ
　ります。

【郵送貸出冊数】　１人５冊まで
【郵送貸出期間】
　貸し出しの日から 30 日以内（郵
送にかかる日数を含む。）
※貸し出しの延長はできません。

【郵送料】
　貸し出し・返却ともに無料
　詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　　FAX  21-8999

防災行政無線の試験放送お知
らせ
お知
らせ

　「全国瞬時警報システム」の訓練
のため、市内一斉に試験放送をしま
すので、ご理解をお願いします。

【と　き】
　11 月 29 日㈫　午前 11 時～

【放送内容】　チャイム
　「これは、テストです。」
　「こちらは、広報伊賀です。」

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　FAX  24-0444

事業主の皆さん、
地方税の申告は e

え る た っ く す

LTAX で

お知
らせ
お知
らせ

　eLTAX は、給与支払報告書などの
提出をインターネットを利用して行
うシステムです。（午前８時 30 分か
ら午前０時まで利用できます。）
　平成 29 年１月から、国や地方へ
の源泉徴収票・給与支払報告書の電
子的提出の一元化が始まります。
　P

ぴーしー

Cd
で す く

esk（eLTAX 対応ソフトウェ
ア）で給与支払報告と源泉徴収票の
様式に入力すると、データが作成さ
れ、給与支払報告書のデータは市町
村に、源泉徴収票のデータは国税庁
に届けられます。

【問い合わせ】
　地方税電子化協議会ヘルプデスク
　☎ 0570-08-1459
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
　http://www.eltax.jp/
　課税課 
　☎ 22-9613　FAX  22-9618

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※ 10 月 20 日現在
○熊本地震災害　494,135 円
○東日本大震災　64,523,849 円
○イタリア中部地震　863 円
○台風 10号等災害　4,176 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて被災された方々
　にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
支所を除く。）

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

忍びの里  伊
い が も の

賀産を
味わう 2016 in 浅草

催し

　伊賀の食材（伊賀牛・伊賀米・伊
賀産菜種油など）の販路開拓をめざ
して、参加協力店 33 店舗で伊賀産
食材を使用した特別メニューを提供
します。

【と　き】
　11 月 19 日㈯～ 12 月４日㈰
※ 11 月 26 日㈯・27 日㈰は、伊賀
　の物産展として、「伊賀米量り売
　り」「伊賀牛串焼き・菜種油など
　の販売」「伊賀の地酒の試飲」「手
　裏剣道場」などを実施し、伊賀の
　食材や魅力を発信します。

【ところ】　東京都台東区浅草地内
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　FAX  43-2313

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。

【と　き】　12 月１日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階ミーティン
グルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX  22-9666

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　柘植歴史民俗資料館では、「小説
家『横光利一』文学碑展」と題して、
全国にある横光の文学碑と作品に描
かれた横光の母の姉妹に焦点を当て
た展示をしています。

【と　き】
　平成 29 年１月８日㈰までの午前
９時～午後４時 30 分
※毎週月曜日と、12 月 29 日～１月
　３日を除く。

【ところ】
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室　

【問い合わせ】
　柘植歴史民俗資料館
　☎／FAX  45-1900
　文化財課　　　　　　
　☎ 47-1285　FAX  47-1290

離乳食教室催し

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
いという人もぜひご参加ください。

【と　き】　12 月 15 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】 
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
　講話・実演見学「離乳食初期～完
了食」・栄養相談
　子どもと一緒に参加できます。

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX  22-9666
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募
　
集

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

 
 

【募集人数】　１人
【職　種】　現業職
【応募資格】
　昭和 41 年４月２日以降生まれで、
と畜解体業務に継続して従事する
体力・意志・意欲のある人
　ただし、次のいずれかに該当す
る人は受験できません。
①地方公務員法第16条（欠格条項）
　に該当する人
②永住者または特別永住者の在留
　資格を有しない外国籍の人

【職務内容】　と畜解体の職務
【勤務場所】　伊賀食肉センター
【採用予定日】
　平成 29 年４月１日

【試験の日時・内容】
○平成 29年１月 22日㈰
　午前９時～
　筆記試験（一般教養・作文）、体
力測定
○平成 29年２月４日㈯
　個人面接（時間などの詳細は筆
記試験日に通知します。）

【試験会場】　伊賀市・名張市広域
行政事務組合　会議室

【申込期間】
　12月１日㈭～28日㈬　午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。

【提出書類】
○伊賀市・名張市広域行政事務組
　合職員採用試験申込書 １通
○受験票 １通
○返信用封筒（試験結果送付用） １通
○外国籍の人は、住民票などの在
　留資格を証する書類 １通

【申込方法】
　申込先へ持参してください。
※詳しくは募集要項に記載してい
　ますので、事前に必ず確認して
　ください。
※募集要項・申込書などは、伊賀
　市・名張市広域行政事務組合総
　務課、伊賀市役所人事課、名張
　市役所人事研修室にあります。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0825
　伊賀市小田町 1380 番地１
　伊賀市・名張市広域行政事務組
合総務課
　☎ 22-9690　FAX 24-2265

募集しま
す アンテナショップ

「伊
い が も の

賀産立寄処」
催し

　伊賀の食材や物産などを販売する
アンテナショップを開設します。
　また、観光情報などの提供を行い、
伊賀の魅力を発信します。

【と　き】
　11 月 19 日㈯～ 12 月 18 日㈰

【ところ】
　東京都台東区浅草１丁目 39-6　

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　FAX 43-2313

第 49 回 
伊賀地区ロードレース大会

募集

【と　き】
　12 月３日㈯　午前 10 時～

【ところ】
　上野運動公園競技場周回コース

【部　門】
○小学男子５・６年生の部：1.5km
○小学女子５・６年生の部：1.5km
○中学男子の部：３km
○中学女子の部：３km
○高校男子の部：５km
○高校女子の部：３km
○一般男子の部：５km
○一般女子の部：３km
※第 10 回美し国三重市町対抗駅伝
　大会伊賀市代表選手の選考レース
　の１つです。

【参加費】
○小・中学生：300 円
○高校生・大学生・一般：500 円
※保険料を含む。
※当日受付時にお支払いください。

【表　彰】　各部門３位まで
【参加資格】　健康で完走できる人
※小学生の部は市内在住者とします。

【申込方法】　所定の申込書で申し込
んでください。

【申込期限】　11 月 28 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　城東中学校（竹森）
　☎ 26-7022　FAX 26-7025
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　FAX 22-9852

忍にん体操指導者養成講座募集

【と　き】　12 月３日㈯
　午後２時～３時（受付：午後１時
30 分～）

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室

【内　容】　
○忍にん体操（通常・介護バージョ
　ン）の講習
○忍にん体操 CD・DVD の販売

【講　師】
　忍にん体操普及会　会長　竹内　
文子さん・吉本　俊美さん

【対象者】
○市内在住・在勤で、忍にん体操の
　指導・普及を行う人
○忍にん体操に興味のある人

【定　員】　50 人
【申込方法】　電話
※運動しやすい服装でお越しください。
※市役所駐車場・駅前駐車場・地下
　駐車場をご利用の場合は有料です。

【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

伊賀市・名張市
広域行政事務組合

職員

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」
を開催します。
　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４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
○赤ちゃんを感じてみよう（心音を
　聞く）
○情報交換会　など

【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
※心音を聞くことができる妊娠５カ
　月以降の受講をおすすめします。

【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 21 日㈪

【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666


