募集

文化財再発見ツアー

市内には、数多くの貴重な文化財
があります。今回はその中でも天然
記念物の樹木や植物に焦点をあて、
４カ所を巡るツアーを開催します。
中には新規に指定されたばかりの文
化財もありますので、この機会にお
申し込みください。
【と き】
６月 13 日㈯ 午後１時～５時
・
【見学場所】 センダンの大樹（馬場）
ノハナショウブ群落（西沢）
・滝仙寺
の松（瀧）
・オオツクバネガシ（種生）
【集合場所】 ハイトピア伊賀 ５階
【対象者】 20 歳以上の人
【移動手段】 徒歩・マイクロバス
【定 員】 20 人 ※先着順
【案 内】 伊賀市文化財保護指導委
員 森田 由一さん、文化財課職員
【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】 ５月７日㈭～ 21 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、祝日のみ
☎ 22-9801

募集

離乳食教室

催し

【と き】 ５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】
講話「離乳食３回食を中心に」・
離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着 15 人まで託
児があります。（電話予約制）
【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・手ふきタオル
【申込受付開始日】
５月 11 日㈪ ※電話予約制
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 FAX 22-9666

募集

一般廃棄物の収集、運搬、
処分及び浄化槽清掃業の
委託、許可、更新等に関する
審査委員会委員

合同就職セミナー

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。多数
ご参加ください。
【と き】
5 月 25 日㈪ 午後 1 時～ 4 時
【ところ】 上野フレックスホテル
【内 容】
○求人企業
市内企業・周辺企業など約 50 社
○求職者
卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と職業についていない人
【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
名張商工会議所 ☎ 63-0800

催し

銃砲刀剣類登録審査会

市内の一般廃棄物の収集、運搬、
銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）
処分、浄化槽清掃業の委託、許可、 の規定により、平成 27 年度銃砲刀
更新などに関する審査を行っていた
剣類登録審査会が開催されます。
だく委員を募集します。
本来、銃砲刀剣類は、所持するこ
【募集人数】 ２人以内
とが禁止されていますが、骨董品や
【応募資格】 次の①と②に該当する人
美術品または文化財としての価値も
①市内在住で満 20 歳以上の人
あるので、個人の財産として認めら
②市議会議員・市職員でない人。現
れています。
募集 全国一斉あそびの日
に伊賀市で一般廃棄物の収集・運搬・
そのため銃刀法では、登録審査を
つながろう いがっこ げんきっこ
処分・浄化槽清掃業を行っている事
受け、登録証が発行されたものに限
【と き】 ５月 24 日㈰
業所の職員または関係者でない人
り、所持を認めています。何らかの
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【開催回数】 年３回程度
理由で銃砲刀剣類が発見され、将来
【ところ】 ゆめぽりすセンター
※原則として平日の昼間２～３時間
にわたって所持する場合は、必ず審
【内 容】 子どもだけでなく保護者
程度
査会に出席してください。
もつい夢中になる
“わくわくアート” 【任 期】 ７月１日～２年間
【と き】 ※すべて火曜日
と、３B 体操のあれこれ
【報 酬】 6,000 円／日
５月 19 日・７月 28 日・10 月６日・
【対象者】 ４歳以上の子どもと保護者
※市の規定に基づく。
12 月 8 日・平成 28 年３月 1 日
※小学校２年生以下は、保護者同伴 【応募方法】 応募動機を 1,000 字
午前 10 時～午後２時
【定 員】 70 人 ※先着順
以内にまとめ、住所・氏名（ふりが 【ところ】
三重県津庁舎（津市桜橋 3-446-34）
【参加費】 100 円／人
な）
・生年月日・性別・電話番号・
【持ち物】
職業を記入の上、郵送・ファックス・ 【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
はさみ・不用な雑誌やチラシ
Ｅメール・持参のいずれかで応募し
☎ 059-224-2999
【申込方法】
てください。
文化財課
電話 ･ ファックス ･ Ｅメール
【選考方法】 作文審査
☎ 47-1285 FAX 47-1290
※ファックス ･E メールの場合は、 ※選考結果は応募者全員に通知します。
受理した提出書類は返還しません。
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 【応募期限】
「広報いが市」の点字版・録
５月 29 日㈮ 午後５時 ※必着
込みください。
音版を発行しています
【申込期限】 ５月 18 日㈪午後４時 【応募先・問い合わせ】 〒 518-1155
希望される場合はお問い合わ
伊賀市治田 3547-13 さくらリ
【申込先・問い合わせ】 伊賀市レク
せください。
リエーション協会
（スポーツ振興課内)
サイクルセンター内 廃棄物対策課
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9635 FAX 22-9666
☎ 20-1050 FAX 20-2575
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
sports@city.iga.lg.jp
haikibutsu@city.iga.lg.jp
広報いが市 2015 年
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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/

伊賀市行政情報番組
検討委員会委員

募集

伊賀市外国人住民協議会委員

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム
図書・救急など

外国人住民が市民生活を営む上で
ケーブルテレビで放送している行
の諸問題や多文化共生の推進などに
政情報番組が、よりよい番組になる
ついて、検討をしていただく委員を
よう市民の皆さんに検討していただ
募集します。
くため公募委員を募集します。
【応募資格】 次のすべてに該当する人
①伊賀市に住所があり、通算１年以
【募集人数】 ３人程度
上居住している 20 歳以上の人
【応募資格】
②日本語が理解できる人
市内在住・在勤・在学の 70 歳未
③市議会議員、市職員でない人
満で市議会議員・市職員でない人
※委員を連続で２期した人は、今回
【任 期】 ７月から２年間
応募できません。
【報 酬】
【募集人数】 15 人以内
6,000 円／日
【委員の任期】 委嘱の日から２年間
※市の規定による。
【報 酬】 6,000 円／日
【応募方法】
住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・性別・ ※市の規定に基づく。
（原則日曜日）
電話番号・応募動機を明記の上、郵 【開催回数】 年 3 回程度
送・ファックス・Ｅメール・持参の 【応募方法】
市民生活課・各支所住民福祉課に
いずれかで提出してください。
ある応募用紙に必要事項を記入の
【応募期限】 ６月１日㈪
上、郵送・ファックス・E メール・
【応募先・問い合わせ】
持参のいずれかで提出してください。
〒 518-0869
※応募用紙は、市ホームページから
伊賀市上野中町 2976 番地の 1
もダウンロードできます。
上野ふれあいプラザ２階
【選考方法】 書類審査（国籍・人口
伊賀市企画振興部広聴情報課
比率などを考慮し、決定します。）
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
kouchoujouhou@city.iga.lg.jp 【応募期限】
5 月 29 日㈮ 午後 5 時 必着
【応募先・問い合わせ】 〒 518-8501
募集 坂元昭二ライブ in 伊賀
伊賀市上野丸之内 116
～忍者のまちに優しい音を
人権生活環境部市民生活課
Vol.2 ～
☎ 22-9702 FAX 22-9641
シンガーソングライターのさだま
shimin@city.iga.lg.jp
さしさんのサポートメンバーを 17
年間務めた「ギターの風景画家」坂
募集 親子英語サークル
元昭二さんによるアコースティッ
「アメリカンパイ」
ク・ギターのライブです。
スペシャルゲストとして、さだま 【と き】 月 1 回・全 10 回
第 2 火曜日 午前 10 時～ 11 時
さしツアーでおなじみのマリンバ奏
※初回は 6 月 9 日㈫です。
者の宅間久善さんも参加します。伊
【ところ】
賀のまちに優しい音が流れます。
阿山保健福祉センター ホール
【と き】 6 月 20 日㈯
【内 容】 歌や踊りや工作を通し
開演：午後 5 時 30 分
て、簡単な英語を身に付けます。ア
【ところ】 ハイトピア伊賀
ロマと英語で親子リラックス・英語
５階多目的大研修室
でベビータッチなどのプログラムが
【入場料】
前売券 2,500 円、当日券 3,000 円
あります。
【入場券販売所】
【対象者】 保育所（園）に通所して
サワノ楽器店 ☎ 21-0013
いない幼児と保護者
【問い合わせ】
【持ち物】 はさみ・のり・色鉛筆
坂元昭二ライブ・伊賀プロジェクト 【参加料】 年間 1,500 円（保険料など）
☎ 050-5883-9242（つねき）
【申込先・問い合わせ】
（平日午後 7 時 30 分以降か、土・
伊賀市国際交流協会事務局
日曜日、祝日にご連絡ください。）
☎ 22-9629
mie-iifa@ict.jp
文化交流課
【問い合わせ】 市民生活課
☎ 22-9621 FAX 22-9694
☎ 22-9702 FAX 22-9641
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募集

個店魅力創出事業

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】
①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
②個店魅力向上事業
事業者などが現在自ら営業してい
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・地域拠点
（各支所周辺など）
【応募期限】 ６月５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。
【審査方法】
審査会で事業内容を審査し決定し
ます。
【提出先・問い合わせ】
商工労働課
☎ 22-9669 FAX 22-9628

募集

河川愛護モニター

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。
【期 間】 ７月１日㈬～平成 28 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】 上記区間の付近にお住
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
ホームページをご覧ください。
【応募期限】 ５月 29 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

