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※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。

クリーニング講習会
お知
らせ

　高齢者の雇用・就業機会を支援す
るため、清掃や整理整頓に必要とさ
れる技能知識をわかりやすく身に付
ける講習会を開催します。
【と　き】　9 月 26 日㈬・27 日㈭の
2 日間（午前 9 時～午後 4 時）
【ところ】

　伊賀市シルバーワークプラザ　2 階
（西明寺 2782 番地の 92）
【対象者】

　市内在住で 60 歳以上の人
【定　員】　15 人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を、電話またはファックスで
お伝えください。
【申込期間】　8 月 6 日㈪～ 24 日㈮　
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】　
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800
　FAX 23-2040
【担当課】

　商工労働課

募集シニア生き生きチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労支援事業研修）

募集

　シニア世代の高い就労意欲と経
験・技能を生かし、地域社会の支え
手として介護現場への就労やボラン
ティア活動に繋がるための研修を開
催します。
【と　き】

○ 講 習：10 月 2 日 ㈫・11 日 ㈭・
17 日㈬・24 日㈬の 4 日間
午前 10 時～午後 4 時（24 日の
み午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分）

○体験学習：10 月 18 日㈭～ 23
日㈫（予定）の間の 2 日間

【ところ】　名張市防災センター
　（名張市鴻之台 1 番町 2 番地）
【対象者】　三重県在住のおおむね
60 歳以上の人で、地域でのボラン
ティア活動や介護職場で働く意欲ま
たは、介護を学ぶ意欲のある人
【定　員】　30 人
【申込期限】　9 月 25 日㈫
※申込方法はお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】

　（福）三重県社会福祉協議会　福祉
研修人材部・福祉人材課
　☎ 059-227-5160
　FAX 059-222-0170
【担当課】　介護高齢福祉課

　2020 年４月に長田小学校と新居
小学校が統合し、新たな小学校が誕
生します。
　これにあわせて、新しい小学校に
ふさわしく、親しみやすい校名を募
集します。
【応募期間】　８月１日㈬～ 31 日㈮
※郵送は当日消印有効
【応募資格】　長田小学校区、新居小
学校区に在住、または長田小学校・
新居小学校卒業の人
【応募条件】　現在の校名・特定の地
名はそのまま使用できません。
　漢字またはひらがなを使用し 1
人につき１点の応募とします。
※詳しくはお問い合わせください。
【応募方法】

　校名（ふりがな記載）、校名の理
由、住所、氏名、電話番号を明記し、
ファックス・郵送・Ｅメール・持参
のいずれかで応募してください。
　現在、校区外に在住の人は校名と
卒業年を書いてください。
【応募先・問い合わせ】

　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の 1
　伊賀市教育委員会教育総務課
　☎ 47-1280　FAX 47-1281
　　kyoui-soumu@city.iga.lg.jp

統合小学校（長田小学校・
新居小学校）校名

募集

離乳食教室募集

【と　き】　8 月 21 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・
ファックス・来庁のいずれかでお伝
えください。
【申込受付開始日】　8 月 7 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

忍にん体操講習会募集

【と　き】　９月９日㈰
　午前 10 時～ 11 時 30 分

（受付開始：午前９時 30 分）
【ところ】　ゆめぽりすセンター２階
【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
吉本　俊美さん
【対象者】

　忍にん体操に興味のある人
【定　員】　50 人 ※先着順
【申込方法】　電話
【申込開始日】　８月８日㈬
【申込先・問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653
　FAX 22-9666

　桃青の丘幼稚園では、教育実習生
の受け入れを行っています。
【申込期間】　随時
※同時期に受け入れる人数には限り

がありますので、希望時期が決ま
り次第、連絡してください。

【申込先・問い合わせ】

　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770
　FAX 26-5771

桃青の丘幼稚園教育実習生募集

　　

【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」



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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市有地を売却します募集

　市が保有している土地（建物付）
を、一般競争入札により売却します。
【と　き】　８月 29 日㈬
　開札　午前 11 時～
【ところ】　本庁舎　２階第３会議室
【売却物件】

①予野 9571 番地の 2
　（旧花垣コミュニティセンター）
②諏訪 440 番地の 6
　（旧諏訪診療所）
③緑ケ丘本町 1681 番地の 8
　（旧東部地区市民センター）
④上野忍町 2549 番地
　（旧放課後児童クラブレインボー）
※売払物件は所有権の移転完了後、

既存の建物などを含め現状有姿で
引き渡しを行うものとします。

※入札には事前に入札申込、入札保
証金（最低売却額の５％）の納入
が必要です。

【申込期間】

　８月 20 日㈪～ 24 日㈮
　午前９時～正午、午後１時～５時
【申込方法】

　来庁して申し込んでください。
【申込先・問い合わせ】

　伊賀市上野丸之内 116 番地
　管財課
　☎ 22-9610　FAX 24-2440

　市政情報をお伝えしています。

　ケーブルテレビ17チャンネル

（青山は204チャンネル）・地上

デジタル放送121チャンネルで

放送中です。

　番組表は、各支所・各子育て支

援センターで配布しているほか、

右の２次元コードか

らもご確認いただけ

ます。

２次元コード　

▲

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」

「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

　離婚・相続・借金などのトラブル
にお困りで、収入状況など一定の要
件に当てはまる人を対象に、弁護士
による無料法律相談会を開催します。
【と　き】　8 月 15 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】

　上野ふれあいプラザ　３階ボラン
ティア活動室
【定　員】　6 人　※先着順
【申込期限】

　8 月 14 日㈫　午後５時
【申込先・問い合わせ】

　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
※次回の開催は、10 月 17 日㈬です。
【担当課】　市民生活課

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集

　男女共同参画人材バンクは、あら
ゆる分野で、男女が参画できるよう
支援するために設置され、性別に関
わらずさまざまな能力や資格を持つ
人材を登録しています。各種審議会
などの委員や地域での講演会の講師
など、登録している人が活躍できる
場を提供します。
【登録できる人】

①～④のいずれかに該当する人
①市内に在住・在勤または、団体の

活動拠点がある人
②市政に関心があり、地域の発展に

熱意を持って貢献できる人
③あらゆる分野で専門的な知識や活

動実績のある人、有識者や資格保
有者

④男女共同参画社会実現に関心があ
る人

【申請方法】　男女共同参画センター
にある申請書に必要事項を記入の
上、提出してください。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
【申請期間】　随時
【申請先・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　男女共同参画センター（人権
政策課内）
　☎ 22-9632　FAX 22-9666

伊賀市男女共同参画人材
バンクに登録しませんか？

募集

【と　き】　９月 28 日㈮
　午後７時～９時
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
ミーティングルーム
【内　容】　自分の心を整えて働き続
けるためのマネジメント講座です。
自分の感情を上手にコントロールす
ることで、モチベーションアップや、
良好な人間関係の構築などの効果が
あります。いつまでも健康で、自分
らしく輝き続けるための秘訣をお教
えします。
　講師：臨床心理士　伊藤　厚子さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話番号を電話・
ファックス・E メールのいずれかで
お伝えください。
【申込開始日】　８月８日㈬
【申込先・問い合わせ】

　男女共同参画センター（人権政策
課内）
　☎ 22-9632　FAX 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

スッキリ！働く女性のための
ストレスマネジメント講座

募集

あおやまキャラバン先生と
一緒に稲刈り体験

募集

～まなびあおやま子ども講座～

【と　き】　９月９日㈰
　午前９時 30 分～正午
【ところ】　高尾地内（青山地域）
　カマで稲刈り体験、はさがけ、竹
とんぼ飛ばし、新米プレゼント
　講師：あおやまキャラバン先生
【対象者】　3 歳以上小学生以下の子
どもと保護者
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話もしくは来館してお伝
えください。
【申込期限】

　９月３日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】

　伊賀市阿保 1141 番地
　青山公民館　☎ 52-1110


