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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 12 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
英語を親子で楽しく身に付けます。
○世界のイベントに応じた遊び
○英語の耳を育てるリスニングゲーム
○頭と心をスッキリ英語でアロマな

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

　研修会などの講師謝金の経費に対
して助成します。
【対　象】

　伊賀・名張市内で開催の同和問題
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 25 人以
上のもの
※総額２万円まで複数回の申し込み

が可能です。
※助成には実績報告などが必要です。
【申込受付期間】

　５月 18 日㈮～ 12 月 14 日㈮
※予算の範囲内で先着順
【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 22 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
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】　住所・子どもの氏名・
生年月日・参加する保護者の氏名・
電話番号・託児希望の有無を電話・
来庁・ファックスのいずれかでお伝
えください。
【申込受付開始日】　５月 8 日㈫
【申込先・問い合わせ】

　伊賀市上野丸之内 500 番地 ハイ
トピア伊賀４階
　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。

伊賀市・名張市
合同就職セミナー

催し

【と　き】

　５月 28 日㈪　午後１時～４時
【ところ】

○名張産業振興センターアスピア
（名張市南町 822 番地の２）
○アニエス・ガーデン名張（名張市
朝日町 1361 番地の 14）
【内　容】

　地元就職を促進するため、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。
　市内や周辺企業など約 60 社が求
人企業として参加します。
【内　容】

　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
※保護者も参加可能で、直接企業担

当者と面談できます。
【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

小型家電を回収します催し

【と　き】

　５月 13 日㈰
　午前 10 時～午後 3 時 30 分
【ところ】

　三重中央開発㈱第４回ふれあい感
謝祭会場（予野 4713 番地）
【内　容】　ご家庭の使用済み小型家
電から東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会のメダル材料
を抽出する「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」への
取り組みとして、三重中央開発㈱第
４回ふれあい感謝祭の会場に市が小
型家電回収ブースを設置します。
　当日小型家電を持参していただい
た人には、イベント会場内で使える
100 円券と交換します。（１人１枚
まで）
【対象者】　市内在住の人
【回収できるもの】　携帯電話・パ
ソコン（本体）・ノートパソコン・
ゲーム機・デジタルカメラ・電子辞
書など、回収ボックスの投入口（幅
40cm、高さ 20cm）に入れること
のできる小型家電
【問い合わせ】

　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272　FAX 20-2575

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】

　５月 22 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】

　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928 番地）
【料　金】　200 円
　（認知症の人は無料。家族の会会
員は 100 円）
※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南部サテラ
イト
　☎ 52-2715　FAX 52-2281



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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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 2 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　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・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。
【申込期間】　5 月８日㈫～ 29 日㈬
【申込先・問い合わせ】

　上下水道部経営企画課
　☎ 24-0001　FAX 24-0006
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食生活改善推進員養成講座
のお知らせ

募集 河川愛護モニター園芸教室（夏の花コース） 募集募集

　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 31
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、郵送または
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。

（http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/）
【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】

　建設部企画管理課
　☎ 43-2323　FAX 43-2324

【と　き】　
① 6 月 8 日㈮　② 6 月 12 日㈫
③ 6 月 15 日㈮　④ 6 月 22 日㈮
※すべて午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】　①阿山公民館　②④伊賀
の里育ち温室（川東 1501 番地）
③島ヶ原会館
【講　師】　園芸研究家　奥隆善さん
【対象者】　市内在住の人
【料　金】　材料費 1 回 1,200 円
※当選後のキャンセルは開催１週間

前まで可能ですが、その後のキャ
ンセルはできません。

【持ち物】　軍手・スコップ・持ち帰
り用の袋・飲み物
【定　員】　①③ 30 人　②④ 60 人　
※応募者多数の場合は、公開抽選と

なります。
※各回とも定員に満たない場合は開

講できない場合があります。
【申込方法】　生涯学習課、各地区公
民館、上野・青山公民館分館にある
申込書に必要事項を記入の上、申し
込んでいただくか、生涯学習課へ郵
送またはファックスでお送りくださ
い。複数の申し込みはできません。
【申込期間】

　5 月 7 日㈪～ 17 日㈭（消印有効）
　午前９時～午後５時
　※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9637　FAX 22-9692

【と　き】

６月 19 日㈫、７月 19 日㈭、
８月 23 日㈭、９月 13 日㈭、
10 月 23 日㈫、11 月 13 日㈫
※すべて午前 10 時～午後 3 時
【ところ】

　ハイトピア伊賀４階　多目的室・
調理実習室
【内　容】

　食生活についての正しい知識を身
につけ、健康づくりに役立ててみま
せんか。養成講座を修了した人は「食
生活改善推進員」として、栄養や食
事についての学習会や調理実習な
ど、身近な地域での活動をしていた
だくことができます。
【対象者】

　市内在住で、栄養や食事について
学び、地域での活動に意欲のある人
【料　金】

　5,000 円（テキスト代・材料代）
【定　員】　20 人
【申込方法】　住所・氏名・生年月日・
電話番号を記入の上、電話・ファッ
クス・E メール・来庁のいずれかで
申し込んでください。
【申込期間】

　5 月８日㈫～ 5 月 31 日㈭
【申込先・問い合わせ】

　健康推進課
　伊賀市上野丸之内 500 番地 ハイ
トピア伊賀４階
　☎ 22-9653　FAX 22-9666
　　kenkousuishin@city.iga.lg.jp

中学生のメッセージ2018
お知
らせ

　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・関心を深めるため実施します。
【応募資格】　県内に在学する中学生
または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 25 日㈮
※詳しくは、各中学校・本庁舎受付・

各支所振興課（上野を除く）・各公
民館・各地区市民センターなどに
ある募集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
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

募集

　　

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

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

２次元コード　

▲

「あんしん・防災ねっと」


