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男女共同参画
ネットワーク会議新規会員

募集

　会員独自の活動を尊重し、情報交
換を通じてネットワークを強化しな
がら、男女が共にその個性と能力を
十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現のために、男女共
同参画ネットワーク会議（いきいき
ネット）を設置しています。
　今回、新たに加入を希望する団体・
サークル・個人会員を募集します。
【対象者】
　市内で活動中の男女共同参画推進
に賛同していただける団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと
【活動内容】
　男女共同参画フォーラム「いきい
き未来いが」の開催やネットワーク
会議会員相互の交流や研修など
【申込方法】
　市ホームページまたは男女共同参
画センターに備え付けの申込書に必
要事項を記入の上、申し込んでくだ
さい。
【問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　FAX 22-9666

農業ふれあいまつり催し

【と　き】
　７月 17日（月・祝）
　午前９時～午後３時　※少雨決行
【ところ】
　伊賀市農業公園　ふれあい広場
　（予野 11440番地の２）
【内　容】
　地元農産物即売・各種出店・園芸
相談・伊賀産菜種油を使用した食品
の販売・バンド演奏・ストリートダ
ンス・動物ふれあい広場・餅まき　
など
【問い合わせ】
　農業ふれあいまつり実行委員会
　☎ 39-1250
　農林振興課
　☎ 43-2302　FAX 43-2313

合同就職セミナー催し

【と　き】
　７月 24日㈪　午後１時～４時
【ところ】
　上野フレックスホテル
【内　容】
　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。
【対象者】
○求人企業：市内企業・周辺企業な
　ど約 50社
○求職者：来春卒業予定の大学生・
　短大生・専門学生、未就職者、転
　職希望者
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　７月４日㈫～ 20日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※７日㈮、13日㈭は午後７時 30分
　まで延長して開館します。
【ところ】
　いがまち人権センター
【内　容】
　「障害者差別解消法で変わる私た
ちの社会」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130 寺田市民館　

「じんけん」パネル展
催し

【と　き】
①７月３日㈪～ 28日㈮
②８月１日㈫～ 30日㈬
　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】
　「人種差別撤廃条約とは」
　人種差別撤廃条約とは、1965 年
に人種差別の撤廃をめざし、国連総
会で採択された国際条約です。日本
は 1995 年に批准しました。日本
国内にある人種差別をはじめさまざ
まな差別を撤廃するため、何が課題
であるかを学びましょう。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／FAX 23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

第３３回　青山夏まつり催し

【と　き】
　７月 16日㈰　午後３時～
【ところ】
　青山ホール前・青山公民館周辺
【内　容】　　
　こども積み木広場・ソーラン踊り・
ヒップホップダンス・和太鼓演奏・
盆踊り・花火・その他各種団体の出
店など
【問い合わせ】
　第 33回青山夏まつり実行委員会
事務局（阿保地区住民自治協議会）
　☎ 52-2000　FAX 52-2011
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　FAX 52-2174

　　

【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/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版

芭蕉さんの七夕笹飾り催し

　伊賀は芭蕉さんのふるさとです。
芭蕉さんにちなんで七夕笹飾りに飾
る、“俳句”を募集します。ロビー
に短冊を用意していますので大きな
笹飾りに、あなたの俳句を書いた短
冊を飾りましょう。
【と　き】
　８月 31日㈭まで
【ところ】
　青山公民館ロビー	
【問い合わせ】
　青山公民館　
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

離乳食教室催し

【と　き】　７月 18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】　離乳食初期～完了期の
話・実演見学・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具など
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

※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。



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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し 七夕笹飾りコンクール募集

　銀座商店街で開催する「七夕笹飾
りコンクール」で、笹飾りの飾り付
けをする団体を募集します。
【と　き】　７月28日㈮～８月６日㈰
【ところ】　銀座商店街
【内　容】
　笹竹は銀座商店街で準備しますの
で、飾り付けを各自でお願いします。
（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
○笹竹の支給：７月 25日㈫　
○笹飾りの搬入：７月 28	日㈮
【申込方法】　電話でお問い合わせい
ただいたあと、団体名・代表者名・
電話番号を記入の上、ファックスで
申し込んでください。
【申込期限】
　７月 14日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎	24-2044　FAX			24-2065
　（火・水・金曜日のみ）
【担当課】　商工労働課

産後ママ親子ヨーガ教室募集

　インストラクターの指導のもと親
子ヨーガを体験しませんか。
【と　き】
　8月 1日㈫　午前 11時～正午
【ところ】
　青山保健センター運動施設
【持ち物】
　運動できる服装・飲み物
【対象者】
　産後３カ月～１年までの母と子
【料　金】　500円（施設入館料）
　施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。(当日可)
　詳しくはお問い合わせください。
【定　員】　10人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　７月 10日㈪
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター　
　☎ 52-2280　FAX 		52-2281

自衛官になりませんか募集

【募集種目】一般曹候補生　
【応募資格】　日本国籍を有する18歳
以上 27歳未満の人
【応募方法】
　電話で問い合わせてください。
【試験日】
○１次試験：９月 16日㈯～ 18日
　（月・祝）のうち指定する１日
○２次試験：10 月５日㈭～ 11 日
　㈬のうち指定する１日
【試験種目】
○１次試験：適性検査・筆記試験（国
　語・数学・英語・作文）
○２次試験：口述試験・身体検査
【試験会場】
　受付時または受験票交付時にお知
らせします。
※２次試験は１次試験合格者のみ行
　い、２次試験の試験会場は１次試
　験合格通知でお知らせします。
【合格発表】
○１次試験：９月 29日㈮
○２次試験：11月 10日㈮
【応募期限】
　９月８日㈮　※必着
※自衛官候補生は年間を通じて募集
　しています。
【応募先・問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部伊賀地域
事務所　☎ 21-6720
【担当課】　総務課

夏休み子ども体験講座　
２回連続講座

募集

【とき・内容】
○７月25日㈫　『夏休みの自由研究
　をしよう‼	　俳句に挑戦』
○７月26日㈬　『カード作りとお話
　を楽しもう‼	』
※どちらも午前 10時～正午
【ところ】　青山公民館
【対象者】　小学生
【申込方法】
　直接来館いただくか、電話で申し
込んでください。
【申込期限】
　７月 24日㈪　午後１時
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館　
　☎ 52-1110　FAX		52-1211

　　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

木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

　夏休みの自由研究！身近な川で自
然観察をしよう！
①木津川源流体験
【と　き】　７月 22日㈯　
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　奥馬野・ライトピアおおやまだ周辺
【定　員】　30 人　※先着順
②川下り・カヌー体験
【と　き】　７月 30日㈰　
　午前 10時～午後３時
【ところ】　依那古地区木津川河川敷
【定　員】　30 人　※先着順
③名張川水生生物調査
【と　き】　８月 20日㈰　
　午後１時～４時
【ところ】
　名張市旧細川邸やなせ宿・名張川
河川敷
【定　員】　30 人　※先着順
④忍者岳登山（柘植川源流探検）
【と　き】　９月 10日㈰
　午前９時～午後３時 30分
【ところ】　忍者岳
【定　員】　20 人　※先着順
⑤木津川上流発見講座
【と　き】
　８月６日㈰・27日㈰　
　午前９時 30分～午後 0時 30分
【ところ】　名張市旧細川邸やなせ
宿・名張川河川敷
【定　員】
　両日とも各 20人　※先着順
【対象者】
①～③・⑤：小学生以上
④：小学５年生以上
※いずれも小学生は保護者同伴
【申込方法】　電話・ファックス
【申込受付開始日時】
　７月 10日㈪　午前 10時
※詳しくはお問い合わせいただくか、
　木津川上流河川事務所ホームペー
　ジをご覧ください。
【申込先・問い合わせ】　
　〒 630-8114
　奈良市芝辻町３-９-27
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300
　FAX 		0742-34-1482
　http://www.kkr.mlit.go.jp/
kizujyo/
【問い合わせ】　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 		43-2324


