募集

IGA 地域情報交流カフェ

募集

初心者合唱教室
～芭蕉祭で
歌ってみませんか～

クローバーカレッジ
（女性リーダー養成連続講座）

課題解決能力や自己表現の方法、
発言する力を身につけ、政策や方針
を決めたり、さまざまな役職に就い
たり、社会のあらゆる場面で活動で
きる女性リーダーを養成する連続講
座の第５期生を募集します。
受講修了生は、地域でリーダー的
役割を担っていただいたり、伊賀市
人材バンクに登録後、審議会など委
員への登用や講座などの市民講師と
して活躍していただきます。
【と き】 ※いずれも金曜日
◦８月 21 日
午後６時 30 分～９時
◦９月４日、10 月２日、11 月６日・
27 日、12 月 11 日、１月８日、２月
５日
午後７時～９時
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階ミーティン
グルームまたは多目的室
【対象者】
市内在住または在勤で、さまざま
な分野で活躍する意欲のある女性
【定 員】 20 人程度
【講座内容】
男女共同参画の概念を学び、ワー
クショップ・ディスカッションで自
己表現の方法などを身につけます。
【申込方法】 住所・氏名・生年月日・
電話番号・所属や勤務先を記入の上、
郵送・ファックス・E メール・持参
のいずれかでお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0873
伊賀市上野丸之内 500 番地
伊賀市男女共同参画センター（人
権政策・男女共同参画課）
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9666
jinken-danjo@city.iga.lg.jp

「あんしん・防災ねっと」

携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルが届きます。また、災害時の緊
急情報・避難所情報や休日・夜間
診療所情報などが閲覧できます。
http://www.anshin-bousai.net/iga/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを
読み込んで登録できます。
QR コード

▲

【と き】
７月 22 日㈬ 午後６時～８時
10 月 12 日 (月・祝) に開催する芭蕉
（受付：午後５時 30 分～）
祭式典で市民合唱団として活躍して
【ところ】
ゆめテクノ伊賀 ３階テクノホール
いただくため、初心者を対象に合唱
【内 容】
教室を開催します。この機会に合唱
◦第１部
を始めてみませんか？
講演（午後 6 時～）
【と き】
「そこを見落とさなければ、貴方
◦第１回：７月 21 日㈫
のビジネスは稼ぎ続ける」
午後７時 30 分～９時
講師：武田経済研究所
◦第２回：８月５日㈬
代表 武田 秀一さん
午後７時 30 分～９時
◦第２部
◦第３回：９月 28 日㈪
自社事業発表会（午後 6 時 40 分～）
午後７時 30 分～９時
◦第３部
◦第４回：10 月２日㈮
参加者交流会
（午後 7 時 20 分～）
午後８時～９時
【定 員】 40 人
◦第５回：10 月 10 日㈯
【申込先・問い合わせ】
午後８時～９時
ゆめテクノ伊賀
※第４回・第５回は芭蕉祭市民バン
☎ 41-1061 ＦＡＸ 41-1062
ドとの合同練習になります。
【問い合わせ】 商工労働課
【ところ】
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628
◦第１回・第２回・第３回：
上野西小学校 多目的ホール
◦第４回：
募集 おやこ DE のびのび教室
上野西小学校 体育館
水に触れ、慣れることを目的に開
◦第５回：
催します。保護者も水中運動をする
ハイトピア伊賀 ５階大研修室
ことで運動不足解消になります。
【内 容】
【と き】
発声方法など合唱の基礎と芭蕉祭
※全４回、いずれも金曜日
で歌う曲の練習
７ 月 24 日、 ８ 月 ７ 日・21 日、 ※芭蕉祭式典時間は、午前９時 25
９月 11 日
分～ 11 時 30 分（予定）で、
「芭
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
蕉翁讃歌」「芭蕉」「奥の細道」の
【ところ】
３曲を歌います。
島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」 【講 師】
【対象者】
指導：藤森 唯史さん
市内に住所のある１歳～未就学の
ピアノ：橋本 宏美さん
幼児とその保護者
【対象者】 15 歳以上の人
【内 容】 親子のプール教室
※未成年者は保護者の同意が必要
【定 員】 15 組
【申込方法】
【持ち物】 水着（オムツの取れてい
住所・氏名・年齢・性別・電話番
ない子どもは水遊び用の紙パンツも
号を記入の上、郵送・電話・E メー
着用）
・スイミングキャップ・タオル・ ル・持参のいずれかで申し込んでく
飲み物など
ださい。
【参加費】 まめの館利用料
【申込期間】
７月 10 日㈮～ 17 日㈮ ※必着
大人：300 円
【申込先・問い合わせ】
子ども (3 歳以上 )：100 円
〒 518-8501
※まめの館を初めて利用する人は、
伊賀市上野丸之内 116 番地
事前に利用説明会（無料）の受講
企画振興部文化交流課
が必要です。
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694
【申込受付開始日】
bunka@city.iga.lg.jp
７月７日㈫ 午前８時 30 分
持参の場合：上野ふれあいプラザ
【申込先・問い合わせ】
２階（上野中町 2976 番地の 1）文
健康推進課
化交流課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

募集

【問い合わせ】 総合危機管理課
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444
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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/

七夕笹飾りコンクール

募集

男女共同参画ネットワーク
会議新規会員

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム
図書・救急など

銀座商店街では、夏の風物詩とし
て皆さんに親しまれている「七夕笹
会員独自の活動を尊重し、情報交
飾りコンクール」を開催します。
換を通じてネットワークを強化しな
そこで、笹飾りの飾り付けをする
がら、男女が共にその個性と能力を
個人・団体の皆さんを募集します。
十分に発揮することができる男女共
【開催期間】
同参画社会の実現を目的とした男女
７月 29 日㈬～８月６日㈭
共同参画ネットワーク会議（愛称：
【内 容】
いきいきネット）に、新たに参加す
笹竹は銀座商店街で準備します
る団体、サークル、個人の会員を募
が、
飾り付けは各自でお願いします。 集します。
（材料は雨にぬれても良いもので、 【対象者】 市内で活動中の男女共同
リサイクル品など）
参画推進に賛同していただける団
◦笹竹の支給：７月 27 日㈪
体・サークル・個人
◦笹飾りの搬入：７月 29 日㈬
※営利を目的としないこと。
【申込期限】 ７月 15 日㈬
【活動内容】
【申込先・問い合わせ】
男女共同参画フォーラム「いきい
伊賀上野銀座商店街振興組合
き未来いが」の開催やネットワーク
☎ 24-2044 ＦＡＸ 24-2065
会議会員相互の交流や研修など
商工労働課
【申込方法】
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628
市ホームページまたは男女共同参
画センターにある申込書に必要事項
を記入の上、お申し込みください。
募集 自衛官になりませんか
【申込先・問い合わせ】
①自衛官候補生・男子
男女共同参画センター（人権政策・
（技術、資格を習得するコース）
男女共同参画課）
②自衛官候補生・女子
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9666
（技術、資格を習得するコース）
③一般曹候補生
募集 裁判所職員採用一般職試験
（小部隊のリーダーになるコース）
（裁判所事務官高卒者区分）
④海上・航空自衛隊航空学生
【受付期間】
（パイロットになるコース）
◦インターネット：７月 14 日㈫午
【応募資格】
①②③ 18 歳以上 27 歳未満で日本国
前 10 時～７月 23 日㈭受信分まで
籍の人
有効
④ 18 歳 以 上 21 歳 未 満 の 高 卒
（見
◦郵送：７月 14 日㈫～７月 17 日㈮
※当日消印有効
込含む）で日本国籍の人
【申込方法】 インターネット・郵送
【受付期間】
（郵送の場合は必ず簡易書留で提出し
①随時
てください。
）
②③④ 8 月 1 日㈯～ 9 月 8 日㈫
【試験期日】
【試験期日】
第１次試験日：９月 13 日㈰
①③ 9 月 18 日㈮または 19 日㈯
② 9 月 25 日 ㈮ ～ 29 日 ㈫ の い ず 【受験資格】
れか 1 日を指定
◦平成 27 年４月１日で高等学校卒
④ 9 月 23 日 (水・祝)
業後２年以内の人
【試験会場】
◦平成 28 年３月末までに高等学校
①③県伊賀庁舎
を卒業する見込みの人
②④受付時にお知らせします。
※受験資格の詳細については裁判所
ウェブサイト（http://www.courts.
【応募先・問い合わせ】 防衛省自衛
go.jp/）でご確認ください。
隊三重地方協力本部伊賀地域事務所
※受験案内は、裁判所のウェブサイ
☎ 21-6720
トに掲載するほか、最寄りの裁判
所で配布しています。
～ウィークリー伊賀市～
【問い合わせ】
津地方裁判所事務局
今月は「熱中症を予防しましょ
総務課人事第一係
う」などをお送りします。
☎ 059-226-4876
（ダイヤルイン）
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夏休み子ども連続講座

夏休みを図書室で過ごしませんか。
１回のみでも参加できます。
【とき・内容】
◦７月 28 日㈫
『夏休みの自由研究をしよう !! 図
書室の本で調べよう !! ①』
◦７月 29 日㈬
『作ってみよう !!』
◦７月 30 日㈭
『夏休みの自由研究をしよう !! 図
書室の本で調べよう !! ②』
すべて午前 10 時 30 分～正午
【ところ】
青山図書室
【申込受付開始日】
7 月 6 日㈪
【申込先・問い合わせ】
青山公民館
☎ 52-1110 ＦＡＸ 52-1211

募集

読書感想文コンクール

読書は豊かな人間性や考える力を
育みます。読書で感じたことを綴っ
て表現してみませんか。一般の人の
作品もお待ちしています。
【課 題】
自由 ※未発表のもの
【応募資格】
市内在住・在勤・在学の人
【応募区分】
第 1 部：高校生・大学生・一般
第 2 部：中学生
第 3 部：小学生
【応募規定】
◦縦書き 400 字詰め原稿用紙を使
用し、応募は１人１点とします。
◦原稿枚数は、第１部・第２部は５
枚以内、
第３部は３枚以内とします。
◦題名は原稿の欄外へ記入し、住所・
氏名・学校名などは、応募票に記
入の上、原稿に添えて提出してく
ださい。
◦応募原稿は、返却しません。
【各 賞】
特選・入選の人には、賞状と副賞
をお渡しします。
【応募方法】 郵送・持参
【応募期間】 ９月２日㈬～ 10 月２
日㈮ ※必着
【応募先・問い合わせ】
〒 518-0873
伊賀市上野丸之内 40 番地の５
上野図書館
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999

