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ホームステイ・ホームビジット
受け入れボランティア

募集

　市民の国際交流活動の活性化と異
文化理解の促進を図り、日本を訪れ
る外国人に伊賀の魅力を知ってもら
うため、県・市・国際交流協会など
が行うプログラムで訪れた外国人を
受け入れるホームステイ、ホームビ
ジットのホストファミリーを募集し
ています。
○ホームステイ
　一定期間外国人がホストファミ
リーの一員として家庭に滞在
○ホームビジット
　宿泊を伴わず、短時間ホストファ
ミリーを訪問
【要　件】　○市内に住所があること
○国際交流活動や異文化理解への取
　り組みに賛同していただけること
○家族全員がボランティア精神で広
　く外国人を受け入れていただける
　こと
※原則無償ボランティアです。
【登録方法】　伊賀市国際交流協会に
登録申し込みをしてください。
【登録の有効期間】
　４月１日～翌年３月 31 日
※年度途中の登録も可
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

中学生のメッセージ2016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
とにより、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 25 日㈬
※作品応募者全員に参加賞を贈呈
　詳しくは、各中学校・本庁舎受付・
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（生涯学習課内）
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　５月６日㈮～ 26 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 13 日㈮・18 日㈬は午後７時 30
　分まで延長して開館します。
※ 14 日㈯・21 日㈯は午前９時か
　ら午後３時まで開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「V

び じ ょ ん ず
isions 光景～国連 50 年のあ

ゆみ～」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　５月 24 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）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。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（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

伊賀市戦没者追悼式の
開催月が変わります

催し

　昨年まで毎年５月に開催していま
した伊賀市戦没者追悼式は、今年度
は９月に開催します。
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　FAX 22-9673

県立美術館友の会セミナー催し

　三重県立美術館では、6 月 26 日
㈰まで、「招き猫亭コレクション　
猫まみれ展」を開催中です。
　謎のコレクター「招き猫亭」が約
40 年かけて収集した、江戸時代か
ら現代までのネコにまつわる作品が
約 370 点展示されています。
　その中から、いくつか厳選して、
その魅力をプロジェクター画面を見
ながらご紹介します。お誘い合わせ
の上、ぜひご参加ください。
【と　き】　５月 21 日㈯
　午後１時 30 分～３時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２
【演　題】
　「ネコの美術に、いざ、まみれにゃ
ん ! ～表現されたネコたちの魅力～」
【講　師】　三重県立美術館学芸員
　　　　　吉田　映子さん
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9694

楽しいおはなしがやってくる♪催し

～図書室公開講座～
　おはなしボランティア「どよっこ
クラブ」によるおはなし会をします。
　絵本の読み聞かせや手遊びなど子
どもから大人まで一緒にお楽しみく
ださい。
【と　き】　５月 10 日㈫
　午前 10 時 30 分～
【ところ】　青山図書室
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

銃砲刀剣類登録審査会催し

　銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）
の規定により、銃砲刀剣類登録審査
会が開催されます。　
　本来、銃砲刀剣類は、所持するこ
とが禁止されていますが、骨董品や
美術品または文化財としての価値も
あるので、個人の財産として認めら
れています。そのため銃刀法では、
登録審査を受け、登録証が発行され
たものに限り、所持を認めています。　
　何らかの理由で銃砲刀剣類が発見
され、将来にわたって所持する場合
は、必ず審査会に出席してください。
【と　き】　すべて火曜日
　６月 14 日・８月２日・10 月４日・
12 月 13 日・平成 29 年２月 28 日
　午前 10 時～午後２時　
【ところ】
　三重県津庁舎（津市桜橋 3-446-34）
※県庁ではありません。
【問い合わせ】　三重県教育委員会事
務局社会教育・文化財保護課
　☎ 059-224-2999
　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290 



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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離乳食教室募集

　離乳食の進み具合はいかがです
か。９カ月頃になると、好き嫌いが
出てきたり、自分の手で食べたり、
家族と同じ食卓で楽しくおいしく食
事ができたりとめざましい成長がみ
られる時期です。
　この時期からの食事、おやつを一
緒に作ってみましょう。
【と　き】　５月 24 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】　講話「離乳食３回食を中
心に」・離乳食の調理と試食
※調理実習の際、託児があります。
　希望者は申し込み時にお伝えくだ
　さい。
【定　員】　20 人
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手ふきタオル
【申込受付開始日】　５月６日㈮
※先着順・電話予約制
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

個店魅力創出事業募集

　市内の商業の活性化を図るため、
地域の特色を生かした魅力ある店舗
づくりを実施する事業者に補助金を
交付します。
【補助対象事業】
○空き店舗等活用支援事業
　事業者などが市内にある空き店舗
などを利用して集客に役立つ魅力あ
る店舗などを開設する事業
○個店魅力向上事業
　事業者などが自ら営業している店
舗の魅力向上を図るために実施する
事業
【対象者】
　市内に事業所がある個人または法
人（新規創業予定者を含む。）
【対象地域】
　中心市街地と地域拠点（各支所周
辺・近鉄伊賀神戸駅・JR 伊賀上野駅・
佐那具駅・柘植駅周辺）
【審査方法】　審査会で事業内容を審
査し決定します。
【募集期限】　６月３日㈮
※補助内容や交付の条件など、詳し
　くはホームページをご覧いただく
　かお問い合わせください。
【提出先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628河川愛護モニター募集

　日常生活を通じて河川について気
づいたことなどを月１回程度レポー
トにしていただきます。
【応募人数】　若干名
【期　間】　７月１日㈮～平成 29 年
６月 30 日㈮
【対象河川】　
○木津川大内橋から岩倉大橋下流付
　近まで
○柘植川山神橋より下流側
○服部川服部橋より下流側
【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
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 43-2324

親子英語サークル
アメリカンパイ

募集

【と　き】　第 2 火曜日
　午前 10 時～ 11 時（全 10 回）
※初回は 6 月 14 日㈫
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】　歌や踊りや工作を通して、
簡単な英語を身に付けます。
○アロマと英語で親子リラックス
○英語でベビータッチ
○英語のお絵かき歌　など
【対象者】
　保育所や園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】
　1,500 円（保険料など）／年
【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
　☎ 22-9629　FAX 22-9641
【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

つながろう　いがっこ　げんきっこ
【と　き】　５月 22 日㈰
　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】　阿山小学校体育館
【内　容】
○わくわくアート
○ 3B 体操
【対象者】
　４歳以上の子どもと保護者
※小学校２年生以下は保護者同伴
【定　員】　70 人　※先着順
【参加費】　100 円／人
【持ち物】
　はさみ、不用な雑誌やチラシ
【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（園）名・電話番
　号・プログラム名を記入の上、お
　申し込みください。
【申込期限】　５月 20 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

平成28年執行
参議院議員通常選挙

期日前投票立会人

募集

【募集人数】　若干名
※応募者多数の場合は抽選
【応募資格】　立ち会いを指定した日
に選挙権がある人
【とき・ところ】
　６月下旬から 7 月中旬にかけて
の期日前投票所が開設される期間の
うち、別途委員会が指定する日の午
前 8 時 30 分～午後 8 時
【仕事内容】　投票管理者のもとで、
投票事務が公正に処理され、選挙人
が自由な意思に従って投票すること
ができるよう投票事務全般に立ち
会っていただきます。
【立会場所】
　ハイトピア伊賀　期日前投票所
【報　酬】　9,500 円／日
【応募方法】　はがきに、住所・氏名・
生年月日・電話番号を記入の上、郵
送してください。
【応募期限】　５月 20 日㈮　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市選挙管理委員会事務局
　☎ 22-9601　FAX 24-2440


