募集

ウェルカムベビー教室

【と き】
９月６日㈯ 午前 10 時～正午
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】
○妊婦体験（家族対象）・沐浴体験
○情報交換会 など
【対象者】
妊婦とその家族（夫・母など）
【定 員】 15 組 ※先着順
【持ち物】 母子健康手帳
【申込受付開始日】 ８月８日㈮
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

募集

産後ママのボディー
コンディショニング

インストラクターの指導のもとヨーガ
を体験しませんか。 出産後の骨盤や
腹筋の回復を促すことにより、 産後
の体型が戻りやすくなり、 育児によ
る腰痛や肩こりなどを軽減します。
【と き】
９月３日㈬ 午前 11 時～正午
【ところ】
青山保健センター 運動施設
【対象者】
産後３カ月～ 1 年までの母親
【内 容】 ヨーガ
【定 員】 15 人（先着順）
※託児も受け付けています。
（要予約。定員あり）
【参加費】 500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。( 当
日可 )
詳しくはお問い合わせください。
【持ち物】 室内用運動靴・運動でき
る服装・飲み物
【申込方法】 電話
【申込受付開始日】 ８月５日㈫
【申込先・問い合わせ】
青山保健センター
☎ 52-2280 ＦＡＸ 52-2281

募集

海上保安大学校学生採用試験

【受付期間】
８月 28 日㈭～９月８日㈪
【応募資格】 平成 27 年４月１日の
入学時 21 歳未満の人
【１次試験】 11 月１日㈯・２日㈰
【問い合わせ】 四日市海上保安部
管理課 ☎ 059-357-0118

催し

桃青の丘幼稚園入園説明会

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７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 18 日㈪～ 22 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

催し

いがまち人権・
同和教育研究大会

部落差別をはじめあらゆる差別の
ない地域社会をめざし、すべての市
民の人権が保障される、明るく住み
よい社会の実現のため、いがまち人
権・同和教育研究大会を開催します。
《全体会・講演会》
【と き】
８月 22 日㈮
開会：午後 7 時 30 分
【ところ】
ふるさと会館いが 大ホール
【演 題】
「教育は何をめざすのか」
【講 師】
前伊賀市教育長 味岡 一典さん
《分科会》
【と き】 ８月 23 日㈯
募集 上級救命講習
開会：午前 9 時
～応急手当を身につけましょう～
＜第１分科会＞
大切な命を守るため、応急手当の 【ところ】 いがまち人権センター
技術を身につけましょう。
【内 容】
【と き】
西柘植地域まちづくり協議会人
９月７日㈰
権・防災部会、霊峰中学校報告・提
①上級救命講習会
案の後、感想や意見交換
午前 9 時～午後 5 時
＜第２分科会＞
②実技救命講習会
【ところ】 柘植中学校 各教室
午前 10 時～午後 5 時
【内 容】
【ところ】 中消防署西分署
「ネットと人権」「隣保館における
【講習内容】
課題とその取り組み」について問題
救命に必要な応急手当・傷病者管
提起を受けた後、分散会で感想や意
理・外傷の手当要領・搬送法
見交換
【対象者】
【問い合わせ】
①上級救命講習会：市内在住・在勤・
いがまち同和教育研究会事務局
在学の 15 歳以上の人
（伊賀支所振興課内）
②実技救命講習会：市内在住・在勤・
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120
在学の 15 歳以上の人で、次のい
ずれかにあてはまる人
催し 同和問題講演会
○ 8 月 6 日以降に市ホームページ
で受講できる応急手当 WEB 講習 【と き】
８月 30 日㈯
を修了した人
開場：午後１時
○平成 25 年 9 月 7 日以降に救命入
開演：午後１時 30 分
門コースを修了した人
【ところ】
【定 員】 20 人程度
青山ホール
【申込期間】
※磁気誘導ループを設置します。ま
8 月 4 日㈪～ 9 月 3 日㈬
た手話通訳・要約筆記を行います。
【申込方法】
消防救急課・各消防署・各分署に 【演 題】
「橋はかかる ～被差別部落に生ま
ある所定の用紙に記入の上、お申し
れ育って～ 」
込みください。申込用紙は市ホーム
ページからもダウンロードできます。 【講 師】
※当日は動きやすい服装で受講して
猿まわし芸人
ください。
村崎 太郎さん
【申込先・問い合わせ】 消防救急課 【問い合わせ】 青山支所振興課
☎ 24-9116 ＦＡＸ 24-9111
☎ 52-1115 ＦＡＸ 52-2174
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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/

芭蕉祭子ども合唱団参加者

募集

雑誌のスポンサー

お知らせ
催
し

第 68 回芭蕉祭式典に俳聖殿前で
『芭蕉さん』を歌ってみませんか。
【芭蕉祭式典日時】 10 月 12 日㈰
午前 10 時～ 11 時 45 分（予定）
※出演時間：10 時から約 10 分間
【対象者】 小学校３～６年生
※練習・式典に参加できる人
【募集人数】 30 人 ※先着順
【曲 目】『芭蕉さん』の斉唱
【練習日時】
９月 27 日㈯、10 月 11 日㈯
午後１時 30 分～３時
【練習場所】 ハイトピア伊賀
５階多目的小研修室
【申込方法】
電話・ファックス・Ｅメール
【申込先・問い合わせ】 文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628
bunka@city.iga.lg.jp

募 集
まちかどトピックス
コラム

市の図書館（室）に置く最新号雑誌
カバーの表紙と裏面に、スポンサー
名と広告を掲示します。雑誌の最新
号は利用者によく読まれるため広告
媒体として有効です。
【応募資格】
「伊賀市図書館（室）雑誌スポン
サー制度募集要項」に基づく企業・
商店・団体など。（個人は除く。）
【スポンサー期間】 雑誌の提供を開
始した月から１年間（継続可）
【購入代金】 雑誌納入業者に直接支
払っていただきます。振込手数料な
どはスポンサー負担。
【対象雑誌】 図書館が作成した「雑
誌リスト」から選定してください。
同一雑誌に複数の申し込みがあった
場合は先着順となります。
【広告表示方法】 最新号の雑誌カ
バー表紙に提供スポンサー名を表示
し、裏面に広告チラシを挿入できま
募集 芭蕉翁生誕370 年記念事業
す。（広告については「伊賀市広告
投句を募集します 掲載要綱」に準じます。）館内にも
俳句作りの楽しさを実感していた
提供スポンサー名を掲示します。
だくため、投句箱を設置しました。 【募集期間】 随時
皆さんの投句をお待ちしています。 【申込方法】「雑誌スポンサー制度
【設置場所】 市内の商店、観光施設、 申込書」に必要事項を記入し、市税
総合病院など 31 カ所。
完納証明、企業概要がわかる資料、
※詳しくはホームページ（http://
広告の事業内容で許認可を受けてい
www.basyo370.com/）をご覧
ることがわかる許認可証などの写
ください。
し、掲載希望の広告（案）を添えて
【募集期間】
上野図書館へお申し込みください。
８月１日㈮～ 10 月 31 日㈮
申込書は図書館（室）窓口にあり
※題は自由です。未発表の作品に限
ます。市ホームページからもダウン
ります。
ロードできます。
※寄せられた俳句は、芭蕉翁生誕 370 【スポンサーの決定】
年記念事業実行委員会で選句を行
申込書と広告内容を審査し、掲載
い、入選者に記念品を送ります。
の可否をお知らせします。
【問い合わせ】 芭蕉翁生誕 370 年 【申込先・問い合わせ】 上野図書館
記念事業実行委員会事務局（文化交
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999
流課内） ☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628

募集

芭蕉翁生誕 370 年記念事業
芭蕉さんを偲ぶバスツアー

図書・救急など

【と き】 ８月 30 日㈯
【参加費】 大人 5,000 円、小人 3,000 円
【出 発】 午前８時 上野市駅前南側
【コース】 大津・義仲寺─京都・落
柿舎─大阪・南御堂
【申込期限】 ８月 15 日㈮
【申込先】
上野商工会議所 ☎ 21-0527
【問い合わせ】 文化交流課
☎ 21-9621 ＦＡＸ 22-9628
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募集

桃青の丘幼稚園教育実習
受け入れ

教育実習生の受け入れを行ってい
ます。
【申込期間】 随時
※昨年度までの定員制から変更
※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
り次第連絡いただきますようお願
いします。
【申込先・問い合わせ】
桃青の丘幼稚園
☎ 26-5770 ＦＡＸ 26-5771
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募集

まなびあおやま一般講座
「手づくりシルバーリング教室」

平打ちリングから削り込み・すり
出し技法を使ってオリジナルリング
を作成する初心者向けの教室です。
【と き】
９月 14 日㈰
午前９時～午後４時 30 分
【ところ】 青山公民館 ２階中ホール
【講 師】 京都造形芸術大学
講師 上野 政彦さん
【定 員】
10 人程度（応募多数の場合は抽
選します。ただし、満 18 歳以上の
市内在住・在勤の人で、初めてこの
講座を受講する人を優先します。受
講の可否、持ち物などについては後
日連絡します。）
【参加費】 1,500 円（材料費）
【申込方法】
住所・氏名・年齢・電話番号・ファッ
クス番号・Ｅメールを記入の上、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。
【申込期限】 ８月 20 日㈬必着
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0292
伊賀市阿保 1411 青山公民館
☎ 52-1110 ＦＡＸ 52-1211
aoyama-cc@city.iga.lg.jp

募集

朗読会＆童謡

子どもから大人まで、朗読と童謡
の時間をお楽しみください。
【と き】
８月 26 日㈫ 午前 10 時 30 分～
【ところ】 青山図書室
【申込先・問い合わせ】
青山公民館
☎ 52-1110 ＦＡＸ 52-1211

募集

パーソナルカラー診断講座

一人ひとりに似合う色は違いま
す。自分に本当に似合う色を見つけ
ることで、自信を持ち、日頃の生活
を心豊かに過ごしましょう。
【と き】
８月 28 日㈭ 午後１時 30 分～
【ところ】
青山ホール リハーサル室
【受講料】 2,000 円
※申し込み必要
【申込先・問い合わせ】 青山公民館
☎ 52-1110 ＦＡＸ 52-1211

