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ゆめが丘浄水場見学会募集

　6 月 1 日から 7 日までの水道週間
にあわせて、水道施設見学会を開催
します。
【と　き】　 6 月 7 日㈬
　午後１時 30 分～２時 30 分
【ところ】　ゆめが丘浄水場
【内　容】
　浄水工程の見学・浄水処理の模擬
実験など
【定　員】　20 人程度
※申込多数のときは先着順となる場
　合があります。
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、ファックス・E 
メール・持参のいずれかで申し込ん
でください。
【申込期間】
　5 月８日㈪～ 31 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘七丁目４番地の４
　伊賀市上下水道部経営企画課
　☎ 24-0001　FAX  24-0006
　　keiei@city.iga.lg.jp

一般廃棄物の収集、運搬、
処分及び浄化槽清掃業の
委託、許可、更新等に

関する審査委員会委員

募集

　市内の一般廃棄物の収集運搬業・
処分業・浄化槽清掃業の委託・許可・
更新などに関する審査を行っていた
だく委員を募集します。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】　次の①～③に該当する人
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現在、市内で一般廃棄物の収集・
　運搬・処分・浄化槽清掃業を行っ
　ている事業所の職員または関係者
　でない人
【開催回数】　年３回程度
※原則、平日の昼間２～３時間程度
【任　期】
　７月１日～平成 31 年６月 30 日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　応募動機（1,000 字以
内・様式自由）・住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号・
職業を記入の上、郵送・ファックス・
E メール・持参のいずれかで申し込
んでください。
【選考方法】　作文審査
【応募期限】
　６月７日㈬　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1155
　伊賀市治田 3547 番地の 13
　廃棄物対策課
　☎ 20-1050　FAX  20-2575
　　haikibutsu@city.iga.lg.jp 

図書館協議会委員募集

【募集人数】　２人以内
【応募資格】
　次の①②に該当する人
①市内在住で満 18 歳以上の人 
②市議会議員・市職員でない人 
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】 
　８月１日～平成 31 年７月 31 日
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（800 字以内・様式自
由）・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・ファックス・E メール・持参
のいずれかで申し込んでください。
【選考方法】　作文審査・面接
【応募期限】
　６月 15 日㈭　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 40 番地の５
　上野図書館
　☎ 21-6868　FAX  21-8999
　　ueno-tosho@city.iga.lg.jp

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】　
　６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

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　FAX   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は１冊にまとめて適切な管理を行
いましょう。

　まとめましょう

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

２次元コード　

▲

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

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
① 5 月 1 日㈪～ 30 日㈫
② 6 月 1 日㈭～ 29 日㈭
　いずれも午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター　１階
　ロビー
【内　容】
　「ありのまま、ここで生きる～障
がいのある人の視点から社会を見つ
め直す～」
　あらゆる人が互いを認め合いなが
ら共に生きる社会、障がい者を取り
巻く意識の変革を分かりやすく説明
するパネル展です。
【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／FAX  23-8728

島ヶ原文化サークルまつり
（演芸会）

催し

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



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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中学生のメッセージ 2017募集

　中学生が日頃感じていることや考
えていることを広く社会に訴えるこ
とで、青少年が社会との関わりを考
え、また、青少年に対する社会の理
解・関心を深めることを目的として
実施します。
【応募資格】　県内に在学する中学生
とそれに相当する年齢の人
【応募方法】　400 字詰め原稿用紙
３枚半以上４枚半以下で縦書きした
ものを、在学している中学校などへ
提出してください。
【応募期限】　５月 26 日㈮　　　　　　
※応募者全員に参加賞があります。
※詳しくは、各中学校・本庁舎玄関
　受付・各支所振興課・各公民館・
　各地区市民センターなどにあるチ
　ラシをご覧ください。
【問い合わせ】
　伊賀市青少年育成市民連絡会議事
務局（生涯学習課内）　
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

親子英語サークル
アメリカンパイ 参加者

募集

【と　き】
　毎月第 2 火曜日の午前 10 時～
11 時（全 10 回）
※初回は 6 月 13 日㈫
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】
　歌・踊り・工作を通して簡単な英
語を身に付けます。
　また、英語のお絵かきクイズ・発
音トレイン・マニキュアを模したカ
ラーレッスン・季節のイベントに応
じた遊びなど、親子で一緒に楽しむ
内容です。
【対象者】　保育所（園）などに通所
していない幼児（１歳半くらいから）
とその保護者
【持ち物】　はさみ・のり・色鉛筆
【参加料】
　2,000 円／年（保険料など）
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局（多文
化共生センター内）
　☎ 22-9629　FAX 22-9631　
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

全国一斉あそびの日募集

～にんじゃの国のミニ運動会～
【と　き】　５月 21 日㈰
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】
　阿山小学校　体育館
【内　容】
○ちびっこ忍者の修行（ひっくり返　
　るの術・床すり抜けの術など）
【対象者】
　４歳以上の子どもと保護者
※小学校３年生以上は、子どものみ
でも参加ができますが、保護者の送
迎をお願いします。
【定　員】　70 人　※先着順
【参加費】　100 円／人（4 歳以上）
【持ち物】
　屋内シューズ・水筒・タオルなど
【申込方法】
　電話 ･ ファックス ･E メール
※ファックス・E メールの場合は、
　住所 ･ 氏名・学校または保育園な
　どの名称・電話番号・プログラム
　名を記入の上、申し込んでください。
【申込期限】
　５月 19 日㈮　午後４時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市レクリエーション協会事務
局（スポーツ振興課内）
　☎ 22-9635　FAX 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp
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【対　象】
　伊賀・名張市内で開催する同和問
題をはじめとするあらゆる人権に関
する研修会などで、参加者が約 25
人以上のもの
【助成内容】
　研修会などの講師謝金の経費に対
し助成します。
※複数回の申し込み可能。ただし、
　総額 2 万円まで。
※実績報告などが必要です。
【定　員】　14 団体程度　※先着順
【申込受付期間】
　５月 18 日㈭～ 12 月 15 日㈮
※延長する場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀地域防災総合事務所地
域調整防災室総務生活課
　☎ 24-8000　FAX 24-8010
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

伊賀地域
ミニ人権大学講座助成金

募集離乳食教室募集

【と　き】　５月 23 日㈫
　午後１時 30 分～３時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　離乳食後期（３回食）のお話・離
乳食の調理と試食 
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手拭きタオル・
託児に必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】
　子どもの住所・氏名・生年月日・
参加する保護者の氏名・電話番号・
託児希望の有無を記入の上、電話・
ファックス・持参のいずれかで申し
込んでください。
【申込受付開始日】
　５月９日㈫
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市健康福祉部健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

河川愛護モニター募集

　日常生活を通じて、河川に関して
気づいたことなどのレポートを月１
回程度提出していただきます。
【募集人数】　若干名
【募集期間】　７月１日㈯～平成 30
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　　　　　　　　　　　
【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
【応募方法】　
　応募用紙に記入の上、郵送かファ
ックスで応募してください。
※詳しくは木津川上流河川事務所の
　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】　
　〒 518-0723 
　名張市木屋町 812-1
　木津川上流河川事務所管理課
　☎ 63-1611　FAX 64-9070
【問い合わせ】
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 43-2324


