募集『旧崇広堂書道展』

第２回書道講座

「書でインテリアを作ろう！」
史跡旧崇広堂の講堂で色紙に好き
な文字などを書いて部屋飾りを作り
ます。できた作品は旧崇広堂で展示
します。気軽にご参加ください。
【と き】 10 月 31 日㈯
午前 10 時～ 11 時 30 分
【定 員】 20 人 ※先着順
【持ち物】 書道道具一式・太さの異
なる絵筆３本・台紙に貼る好みの布
や千代紙（50㎝角以上）
※練習用紙や色紙・台紙は文化財課
が用意します。
【講 師】 峠 美晴さん
【申込期間】 10 月５日㈪～ 23 日㈮
※電話で申し込んでください。
【申込先・問い合わせ】
文化財課
☎ 47-1285
ＦＡＸ 47-1290

▲

作品例

募集

子ども干支展「さる」の絵

平成 28 年１月４日㈪～２月３日
㈬に、ハイトピア伊賀５階ロビーで
展示する絵を募集します。
【対象者】
市内在住の小学生以下の子ども
【応募点数】 １人１点
【応募規定】
「さる」の干支にちなんだ絵を、ク
レヨン・絵の具・貼り絵など、何で
描いていただいても結構ですが、写
真を貼り付けるのは禁止です。
【応募方法】
上野公民館で用意する紙を使っ
て、絵を作成し、提出してください。
用紙は 100 人分用意しますので、
上野公民館まで取りに来てください。
※ A4 サイズの紙であれば、ご家庭
でお持ちの紙でも提出可能です。
【応募期間】
10 月 15 日㈭～ 11 月 30 日㈪
午前９時～午後５時（土・日曜日、
祝日も可）
※出展後の作品は保管させていただき
ますが、希望に応じて返却させてい
ただきますのでご相談ください。
【応募先・問い合わせ】 上野公民館
☎ 22-9637 ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日、祝日 ☎ 22-9801
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上野公民館教室

募集

①歌って若返り教室
歌うことで脳を刺激し、活性化さ
せます。一緒に懐かしい唱歌や流行
歌を楽しく歌いませんか。
【と き】 全３回
11 月 19 日 ㈭、12 月 17 日 ㈭、
平成 28 年１月 21 日㈭
午後１時 30 分～３時
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的小研修室
【対象者】 60 歳以上の人
【定 員】 10 人
【講 師】 池下 久子さん
②消しゴムはんこ教室
クリスマスやバレンタインデーに
ちなんだ消しゴムはんこを一緒に作
りませんか。
※材料費として 500 円が必要です。
【と き】 全２回
12 月 12 日㈯、平成 28 年１月 30
日㈯
午前 10 時～正午
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階学
習室１（B）
【対象者】 小学生以上の人
※小学校３年生以下は保護者同伴
【定 員】 10 人
【講 師】 永見 亜希さん
【申込期間】
①②とも 10 月 13 日㈫～ 26 日㈪
午前９時～午後５時
※定員の半数に満たないときは、開
講できない場合があります。
【申込先・問い合わせ】 上野公民館
☎ 22-9637 ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日 ☎ 22-9801
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上野天神祭
だんじりウォーク

だんじり幕を見ながら、幕の復元
新調や修理の説明を聞き、上野天神
祭を再発見してみませんか。
【と き】 10 月 23 日㈮
午後１時～４時（予定）
※小雨決行
【集合場所】 上野西町集議所
【内 容】 上野西町・上野中町・上
野小玉町・上野鍛冶町・上野新町の
順にだんじり蔵などを見学し、専門
家から幕の説明を受けます。
【定 員】 30 人 ※先着順
【申込期限】 10 月 16 日㈮
【申込先・問い合わせ】 文化財課
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290

高齢者の雇用・就業を
支援する技能講習会

60 歳以上で仕事を探している人
を対象に、技能講習会を開きます。
国土交通大臣認定の講習実施機関
が担当し、安全で安心な移送サービ
スが提供できる人材を育成します。
【内 容】 福祉有償運送講習
【と き】
11 月 28 日㈯・29 日㈰
【ところ】 いがまち保健福祉センター
｢愛の里｣
【定 員】 20 人
【申込期限】 10 月 23 日㈮
【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
【問い合わせ】 商工労働課
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628
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親子で歩こう ! 城下町

上野城下町を歩いて、昔の学校や
お寺を見学し、歴史を感じてみませ
んか。この機会にぜひ親子でご参加
ください。
【と き】
11 月 14 日㈯
午前９時～午後０時 30 分（予定）
【集合場所】
ハイトピア伊賀 ５階学習室２
【見学場所】
旧小田小学校本館・開化寺・伊賀
越資料館ほか
【対象者】
市内在住の小学生とその保護者
※小学生だけの参加不可
【定 員】 15 組 ※先着順
【案 内】
いがうえの語り部の会会員・文化
財課職員
【参加料】 保護者は入館料が必要
【持ち物】
スタンプラリー無料手形・水筒・
筆記用具
【申込方法】
電話または直接ご来館いただき、
参加者の住所・氏名・電話番号・年
齢・人数を知らせてください。
【申込期間】
10 月５日㈪～ 19 日㈪
午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
上野公民館
☎ 22-9637 ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日、祝日 ☎ 22-9801
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

普通救命講習会

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム

事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と き】
11 月 29 日㈰
午前 9 時～正午
※座学免除で実技のみ受講の場合は
午前 10 時～正午
【ところ】
中消防署西分署 ２階会議室
【講習内容】
乳児、小児のための心肺蘇生法と
AED の使用、異物除去法、止血な
どの応急手当
【対象者】
中学生以上で市内在住、在勤、在
学の人
※次のいずれかにあてはまる人は、
座学が１時間免除で、実技のみの
受講になります。
◦平成 27 年 10 月 29 日以降に市
ホームページで受講できる応急手
当 WEB 講習を修了した人
◦平成 26 年 11 月 29 日以降に救
命入門コースを修了した人
【募集人数】 30 人
【申込方法】
所定の用紙に記入の上、持参または
ファックスで申し込んでください。
申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
※ファックスでの申し込みは事前に
連絡してください。
※受講修了者には、
「普通救命講習
修了証」を交付します。
※実技がありますので、動きやすい
服装で受講してください。
【申込期間】
11 月２日㈪～ 24 日㈫
【申込先】
消防救急課・各消防署・各分署
【問い合わせ】 消防救急課
☎ 24-9116 ＦＡＸ 24-9111

図書・救急など

「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
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緊急間伐・搬出間伐推進事業
第２次募集

市内の森林の適正管理や間伐材の
搬出を推進することを目的に、一定
の条件を満たす間伐や搬出などを行
う森林所有者へ間伐本数に応じて補
助金を交付します。
【対 象】
緊急間伐・搬出間伐推進事業補助
金交付要綱に基づき、交付決定日か
ら１月末日までの間に一定の条件を
満たし、間伐したもの。
【補助金の額】（１本当たり）
◦林令がおおむね 26 ～ 35 年生
搬出間伐：184 円
切捨て間伐：86 円
◦林令が 36 ～おおむね 60 年生
搬出間伐：263 円
切捨て間伐：123 円
【申請方法】
農林振興課・各支所振興課（上野
支所を除く。）・伊賀森林組合にある
申請書に必要事項を記入の上、郵送
か持参で提出してください。
【申請期限】
10 月 26 日㈪
※交付条件など、詳しくはお問い合
わせください。
【申請先・問い合わせ】
〒 518-1395
伊賀市馬場 1128
伊賀市産業振興部農林振興課
☎ 43-2301 ＦＡＸ 43-2313
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巡回法律相談会

離婚、相続、借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、弁
護士の相談会を開催します。
【と き】
10 月 21 日、12 月 16 日、平成
28 年２月 17 日 すべて水曜日
午後１時～４時
【ところ】
上野ふれあいプラザ ３階相談室
【定 員】 ６人 ※先着順
【申込期限】 それぞれの開催日の前
日の午後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
【問い合わせ】
市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
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おやこ DE のびのび教室

水に触れ、慣れることを目的に開
催します。保護者も水中運動をする
ことで運動不足解消になります。
【と き】 全４回
10 月 14 日 ㈬・23 日 ㈮、11 月
11 日㈬・25 日㈬
午後１時 30 分～２時 30 分
【ところ】
島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】
市内に住所のある１歳～未就学の
幼児とその保護者
【内 容】
親子のプール教室
【定 員】 15 組
【持ち物】
水着（オムツの取れていない子ど
もは水遊び用紙パンツも着用）、ス
イミングキャップ、タオル、飲み物
など
【参加費】 まめの館利用料
大人：300 円
子ども（３歳以上）：100 円
※まめの館を初めて利用する人は、
事前に利用説明会（無料）の受講
が必要です。
【申込受付開始日】
10 月６日㈫ 午前８時 30 分
【申込先・問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
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甲種防火管理再講習会

【と き】
11 月６日㈮ 午前９時～正午
【ところ】
伊賀市消防本部 １階会議室
【対象者】
店舗・病院・集会場・遊技場な
ど不特定多数の人が入る収容人員
が 300 人以上の特定防火対象物で、
甲種防火管理者に選任されている人
【定 員】
30 人 ※先着順
【申し込みに必要なもの】
◦写真１枚（横３cm ×縦４cm）
◦印鑑
◦テキスト代：1,400 円
【申込受付期間】
10 月 19 日㈪～ 23 日㈮
午前８時 30 分～午後５時 15 分
【申込先・問い合わせ】
消防本部予防課
☎ 24-9105 ＦＡＸ 24-9111

