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第10回読書感想文コンクール入賞者
◆ 本の世界で出会った感動を伝えよう

【特　選】   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
第二部　『前を向いて歩きながら考える』 　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿山中学校３年　森林　凜音
第三部　『ゆうたくんへ』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柘植小学校１年　菊地　泰河
第三部　『心のおくりびと　東日本大震災復元納棺師をよんで』　　　　　　　　新居小学校 6年　西堀　颯花

【問い合わせ】上野図書館
　☎ 21-6868　℻   21-8999

　第 10回読書感想文コンクールに市内の小・中学校、高校、一般の皆さんから 386点の応募
がありました。審査の結果、特選に選ばれた 3人と、入選に選ばれた 27人を紹介します。

【入　選】　　　　　　　　
第一部
　中森　里江 (一般）
　安田　紗里彩

（伊賀白鳳高等学校 3年）
第二部 
　百北　圭志（崇広中学校 1年） 
　大西　花音（上野南中学校 1年）
　森口　陽彩（霊峰中学校 2年） 
　中尾　咲月（青山中学校 2年） 
　福森　南澪（青山中学校 3年） 
　中森　天斗（阿山中学校 3年） 

第三部
　福森　萌（丸柱小学校 1年） 
　稲葉　慶（府中小学校 2年） 
　恒岡　龍（河合小学校 2年） 
　谷奥　ゆあら（三田小学校 3年）
　福寿　悠仁（神戸小学校 3年） 
　西岡　颯希（古山小学校 3年） 
　南　空愛（上野西小学校 4年） 
　杉森　風香（上野東小学校 4年）
　豊田　大晴（花之木小学校 4年）
　福永　有彩（西柘植小学校 4年）

　　　　　　　　　　　　（敬称略） 
　中山　佳瑛（神戸小学校 5年） 
　籔中　萌生（河合小学校 5年） 
　立花　陽菜（青山小学校 5年） 
　永井　光（中瀬小学校 6年） 
　森中　新菜（新居小学校 6年） 
　太田　愛彩（友生小学校 6年） 
　服部　洸太朗（玉滝小学校 6年）
　福永　沙梨菜（西柘植小学校６年）
　川村　吏音（丸柱小学校 6年） 

“うえのまちのええとこ”フォトコンテスト
◆ 締め切り間近！　たくさんのご応募をお待ちしています！

【問い合わせ】中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻   22-9628

　うえのまちまちづくり協議会では、あなたが残したい“うえのまち”の写
真を募集しています。「古き良きまちなみ」や、「まちに集う人の息づかい」
などを写し撮ってみませんか。入選作品には賞品をご用意しています。
【応募部門】
　「日常部門」…日常に隠れた“うえのまちのええとこ”を写した作品
　「イベント部門」…うえのまちを舞台とした祭・イベントを写した作品
【応募方法】　写真に応募票を添付して郵送または持参してください。
※詳しくはパンフレットをご覧ください。パンフレットは本庁受付・中心市
　街地推進課（上野ふれあいプラザ２階）・各公民館・
　市民センターにあります。
　市ホームページからもダウンロードできます。
【応募期限】　１月 30日㈮
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　三重県伊賀市上野中町 2976番地の１
　伊賀市産業振興部中心市街地推進課内
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　☎ 22-9825　℻   22-9628

( 写真上・下・右下）これまでの受賞作品
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　誰もが住み慣れた地域において健康で生きがいを
持って暮らすことができ、たとえ介護が必要な状態に
なっても安心して住み続けられるまちづくりをめざす
ことを基本理念に、2015（平成 27）年度から３年
間の方向性を示した「伊賀市第４次高齢者福祉計画・
第６期介護保険事業計画」を策定するにあたり、ご意
見を募集します。
【閲覧方法】　
①介護高齢福祉課　　　②各支所住民福祉課
③各地区市民センター　④市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号を記入し、ご意見（「該当箇所」
とそれに対する「意見内容」）を記載の上、郵送・ファッ
クス・Eメール・持参のいずれかで提出してください。

※提出されたご意見は、計画策定の検討資料とし、
　市の意見と併せて市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。また、いただいた意見書
　などは返却しません。
【募集期間】
　１ 月 19日㈪～2月 17日㈫午後５時　※必着

パブリックコメント（ご意見）
募集

第４次高齢者福祉計画・
第６期介護保険事業計画（中間案）

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内116 番地
　伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　℻   26-3950
　　 kaigo@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所住民福祉課、各地区市民セ
　ンターでも受け付けます。

第10回伊賀学検定
◆ 伊賀の歴史や文化をいつまでも残し、伝える人々を育みます

【問い合わせ】観光戦略課
　☎22-9670　　℻   22-9695

【と　き】　２月 22日㈰
　初級：午後１時～（検定時間は 30分間）
　中級：午後２時～（検定時間は 40分間）
　上級：午後３時 10分～（検定時間は 45分間）
【ところ】　初級・中級：ハイトピア伊賀　５階
　三重テラス　２階 (東京都中央区日本橋室町2-4-1)
　上級：ハイトピア伊賀　５階
【出題方法】
　初級：四者択一（50問） ※ 70%以上の正解で合格
　中級：四者択一（100問）※80%以上の正解で合格
　上級：記述式（50問）　※90%以上の正解で合格
【出題範囲】
　芭蕉・城・忍術・祭・文化財・歴史・文学・自然・
生活文化・雑学など「伊賀」に関する事柄全般
【受験資格】
　学歴・年齢・国籍などの制限はありません。
※中級の受験者は、初級を合格した人に限ります。
※上級の受験者は、中級を合格した人に限ります。
【受験料】　初級：1,500 円（中学生以下は 1,000 円）
中級：2,000 円　（中学生以下は 1,500 円）
上級：3,000 円　※受験料はすべて税込み
【申込期間】
　１月５日㈪～２月６日㈮
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・連絡先を明記の上、お申し込み

ください。事務局から連絡します。
※セミナー受講料、検定受験料は直接事務局持参もし
　くは、郵便為替にてお支払いください。

【申込先】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内 500
　上野商工会議所　☎ 21-0527　℻  24-3857
　〒 519-1412　伊賀市下柘植 723番地の１
　伊賀市商工会　☎ 45-2210　℻  45-5307

◎ 受験対策セミナー ◎
《とき・ところ》　１月 31日㈯
①ハイトピア伊賀　３階
②ダイバーシティ東京オフィスタワー
　(東京都江東区青海 1-1-20)
①②とも、初級：午後１時～２時 30分
　　　　　中級：午後３時～４時 30分
《講　師》
　伊賀市文化財審議委員会委員　滝井　利彰さん
　伊賀市文化財保護指導委員　　増田　雄さん
《受講料》　初級・中級：1,000 円
※受講料はすべて税込み
※上級については、セミナーは開催しません。
《申込期限》
　１月 26日㈪（東京会場）
※伊賀市でのセミナーは当日まで申し込めます。


