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障がい者のパソコン教室募集

　障がいのある人がパソコン操作を
習得し、活用することで、社会参加
の促進を図り、就労機会を広げるた
め、障がい者パソコン教室を開催し
ます。
　講師は、市内で IT を活用した障
がい者の能力開発や働く場の提供を
目的として活動している事業所か
ら、障がいのある人自身が指導にあ
たります。
【対象者】　市内に在住し、障がい者
手帳をお持ちで、一般のパソコン教
室に参加することが困難な人　
【内　容】　
◦エクセルの活用（初心者向け）
　表計算や家計簿作成などを通して、
　エクセルの活用方法や、パソコン
　に関するさまざまなトラブルへの
　対処法を学びます。
【使用システム】　Windows 7
【と　き】　9 月３日・10 日・17 日・
24 日、10 月１日・８日
※毎週木曜日
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　NPO 法人アイコラボレー
ション伊賀丸之内事務所（上野丸之
内 23）
【定　員】　５人
【受講料】　1,800 円（全６回）
※テキスト代別途必要です。
【申込期限】　８月 24 日㈪
【申込先・問い合わせ】
◦障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
◦各支所住民福祉課

連続歴史講座募集

　地域の歴史について気軽に学べる
3 回連続講座です。
【とき・内容】
○第１回：『伊賀の古代寺院』
　８月 19 日㈬　午前 10 時～正午
○第２回：『伊賀の中世城館』
　９月 17 日㈭　午前 10 時～正午
○第３回：『伊賀の古墳』
　10 月 15 日㈭　午前９時～正午
※第１・２回の場所は青山図書室、第
　３回はフィールドワーク（現地学
　習会）
【講　師】　文化財課職員
【募集人数】　15 人　※先着順
【申込受付開始日】　８月５日㈬
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

合同就職セミナー催し

　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】　８月 24 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 35 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
　名張商工会議所　☎ 63-0800
　伊賀市商工会　☎ 45-2210

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　
　８月４日㈫～ 27 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　
　「戦争について」
　戦争は最大の人権侵害です。戦後
70 年を機会として、戦争の悲惨さ
について学ぶ機会にしましょう。
【問い合わせ】　
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

「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

芭蕉さんの七夕笹飾り募集

　芭蕉さんにちなんで、七夕笹飾り
に俳句や川柳の短冊を飾ります。
　自作の俳句や川柳を青山公民館ロ
ビーの笹飾りに飾りましょう。
【と　き】　８月 31 日㈪までの午前
８時 30 分～午後５時 15 分
※最終日は午後５時まで。
※短冊は、ロビーに用意しています。
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

あやま人権・同和問題
学習講座

催し

　一人ひとりが尊重され、誰もが参
画できる人権社会をめざして、講座
を年４回開催しています。
　今回は「同和問題」について講演
いただきます。
【と　き】　８月 28 日㈮
　午後７時 30 分～
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【演　題】　「出会いのなかで得られる
もの～差別の解消に向けて～」
【講　師】　
　(公財) 反差別・人権研究所みえ
　中村　尚生さん
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019

桃青の丘幼稚園入園説明会催し

　桃青の丘幼稚園の教育活動や入園
手続きなどの説明会を開催します。
入園をお考えの人はお越しください。
【と　き】　９月６日㈰
　午前 10 時～
※受付：午前９時 30 分～
【ところ】　桃青の丘幼稚園
【内　容】
◦桃青の丘幼稚園について
◦入園手続きについて
◦質問タイム
※託児があります。希望する人は、８
　月17日㈪～ 21日㈮の間に申し込
　んでください。
【問い合わせ】　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770　ＦＡＸ 26-5771

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。
【と　き】　９月３日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階ミ
ーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
※申し込み不要
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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桃青の丘幼稚園
教育実習生受け入れ

募集

　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
※同時期にお受けできる人数に限り
　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

伊賀市男女共同参画
人材バンク登録

募集

　男女共同参画人材バンクは、あら
ゆる分野において、男女が参画でき
るよう支援するために設置され、性
別にかかわらずいろいろな能力や資
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】　
　市内に在住・在勤または団体の活
動拠点がある人で、次のいずれかに
該当する人
①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
②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
③男女共同参画社会実現に関心があ
　る人
【登録方法】　
　人権政策・男女共同参画課にある
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。
【登録期間】　随時
【申請先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

『旧崇広堂書道展』
第１回書道講座

募集

　「夏休みだ！課題にチャレンジし
よう！」
　史跡旧崇広堂の講堂で書道講座を
開催します。書道の課題を練習し、
作品づくりに挑戦します。
【と　き】　８月 22 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【対象者】　小・中学生
【定　員】　30 人　※先着順
【持ち物】
　書道道具一式
※用紙は文化財課が用意します。
【講　師】　
　峠　美晴さん
【申込期限】　
　８月 14 日㈮
※課題の文字、用紙の大きさを決め、
　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

3B体操で
アンチエイジング

募集

　呼吸法とコアトレーニングを中心
に、美しい姿勢と筋力アップをめざ
しましょう。
【と　き】　
　９月２日㈬・７日㈪・９日㈬・14
日㈪・16 日㈬・28 日㈪・30 日㈬、
10 月５日㈪
　午後７時 15 分～８時 15 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【対象者】　中学生以上
【定　員】　40 人
※定員を超えた場合は抽選
【講　師】　（公財）日本３Ｂ体操協会イ
ンストラクター
【参加料】　500 円（全８回）
※保険料を含む。　　　　　　
【申込方法】　教室名・住所・氏名・
電話番号を記入の上、はがき・ファッ
クス・Ｅメールのいずれかでお申し
込みください。
※Ｅメールの場合、タイトルに必ず
　教室名を明記してください。
【申込期限】
　８月 24 日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9666
　    sports@city.iga.lg.jp

平成27年度
海上保安庁学生採用試験

募集

【受験資格】
①平成 27 年４月１日において高等
　学校・中等教育学校を卒業した日
　の翌日から起算して２年を経過し
　ていない人・平成 28 年３月まで
　に高等学校・中等教育学校を卒業
　する見込みの人
②人事院が①と同等の資格があると
　認める人
【受付期間】
◦インターネット：８月 27 日㈭～
　９月７日㈪
◦郵送・持参：８月27日㈭～31日㈪
【第１次試験日】
　10 月 31 日㈯、11 月１日㈰
【第１次試験合格発表日】
　12 月 11 日㈮
【第２次試験日】　12 月 18 日㈮
【最終合格発表日】　
　平成 28 年１月 21 日㈭
【採用予定人数】　約 50 人
※受験料は無料、また、教育期間中
　は所定の給与が支払われます。
【申込先・問い合わせ】
　四日市海上保安部　管理課
　☎ 059-357-0118
　http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

木津川上流管内
河川レンジャー

募集

【対象者】　
　木津川上流域で川への興味・関心
を深めるための活動ができる満 18
歳以上の人
【支援内容】　
　実施した活動に対して日当・交通
費などの経費の一部を支援します。
※詳しくは、お問い合わせいただく
　か、木津川上流河川事務所ホーム
　ページをご覧ください。
【申込方法】　応募書を郵送
【申込期限】　９月 30 日㈬
【申込先・問い合わせ】	
　〒 630-8114
　奈良市芝辻町 3-9-27
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局（(一社) 近畿建設協会） 
　http://www.kkr.mlit.go.jp/
kizujyo/
　☎ 0742-36-8760
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　ＦＡＸ 43-2324

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください


