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消防団年末夜警お知
らせ
お知
らせ

　消防団が年末夜警を行います。
【と　き】
　12 月 28 日㈯～ 30 日㈪
※市長巡視は 28 日㈯　午後 7 時～

【ところ】
　市内

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　FAX 24-9111

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産などをインターネット上の
オークション形式で公売します。落
札代金は市の財源として活用します
ので、積極的にご参加ください。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。

【市ホームページ掲載開始日時】
　１月７日㈫　午後１時

【参加申込期限】
○せり売り形式：
　１月 20 日㈪　午後 11 時
○入札形式：
　１月 20 日㈪　午後５時

【入札開始日時】
○せり売り形式：
　１月 27 日㈪　午後１時
○入札形式：
　１月 31 日㈮　午後１時

【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　FAX 22-9618

午の春展催し

入札参加資格審査申請の
更新手続き

お知
らせ
お知
らせ

　三重県と各市町で行っている共同
受付の入札参加資格の有効期限が５
月 31 日で終了します。
　平成 26 ～ 29 年度の新規・更新
登録は、次のとおり受け付けます。
　詳しくは、お問い合わせいただ
くか三重県ホームページ（http://
www.pref.mie.lg.jp/kengyo/hp/
index.htm）または市ホームページ
をご覧ください。

【対　象】
　建設工事、測量・建設コンサルタ
ント　など

【受付期間】　１月７日㈫～２月７日㈮
【問い合わせ】
　契約監理室
　☎ 22-9810　FAX 22-9837

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを一人で悩まずに話しま
せんか。

【と　き】　１月 9 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

【対象者】
　がん患者・家族など
※参加申し込み不要

【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

城之越遺跡の冬季臨時休園お知
らせ
お知
らせ

　新春恒例の干支展を開催します。
皆さんから寄せられた作品のほか、
昭和 29 年、平成 14 年の絵馬、干
支にちなんだサークルの作品を展示
します。ぜひご来館ください。
　なお、開催期間中、毎日先着 10
人にミニ絵馬をプレゼントします。

【と　き】
　１月４日㈯～７日㈫
　午前 10 時～午後４時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１・２

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　FAX 22-9692

　露出展示している大溝の遺構が、
凍結により破損・劣化することを防
止するため、大溝をシートで保護し
ます。このため、次のとおり臨時休
園日を設けます。
　入園を希望される皆さんには大変
ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

【臨時休園日】
　12 月 20 日㈮～３月 20 日㈭の
毎週月・火・水曜日
※臨時休園期間中の毎週木～日曜日
　は無料で入園できます。
※年末年始(12月29日～１月３日)
　は休園します。

【問い合わせ】
　文化財室　
　☎ 47-1285　FAX 47-1290
　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511

消防出初式催し

【と　き】
　1 月 5 日㈰　午前 9 時～

【ところ】
　ゆめドームうえの（ゆめが丘）　
※雨天時：同会場

【内　容】
　通常点検・車両パレード・表彰・
幼年消防クラブ員による防火の誓い

（演技披露）　など
※一斉放水については、各地域で実
　施します。

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　FAX 24-9111

【と　き】
　１月 21 日㈫　午後１時～４時

【ところ】
　奈良ロイヤルホテル（奈良市法華
寺町 254-1）
※駐車場無料、最寄駅から無料シャ
　トルバスがあります。

【内　容】
　福祉関係事業所 40 社の合同就職
面接会

【対象者】
　福祉職希望者（新卒者含む。）

【持ち物】　履歴書
【問い合わせ】　ハローワーク奈良
　☎ 0742-36-1601
　商工労働課
　☎ 43-2306　FAX 43-2311

福祉職就職面接会
｢福祉職ｄ

で

ｅあいフェア｣
催し

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　63,710,553 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
11 月 27 日）
　⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　FAX 22-9661
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募
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し

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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子どもについて
一緒に考える集い

募集 男女共同参画セミナー催し

　男女が性別にかかわりなく、互い
に人権を尊重して個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同参
画社会をめざすために何が必要かを
考える機会として、男女共同参画セ
ミナーを開催します。

【と　き】　１月 22 日㈬
　午後７時 30 分～９時

【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール

【演　題】　『泣いてもいいんですよ
～男性の悩み相談の現場から』

【講　師】　シニア産業カウンセラー　
　吉岡　俊介さん

【問い合わせ】　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　FAX 45-9120

　子育てには悩みや不安を感じるこ
とがたくさんあります。誰かに聞い
てもらうだけですっきりするのに 1
人で抱え込んでしまっていることは
ありませんか。
　一緒に子育てについての知識を学
び、ざっくばらんに話し合って共に
考えましょう。
　社会教育や家庭教育を推進する社
会教育委員主催の講演会です。

【と　き】
　２月８日㈯　午後１時～４時

【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室など

【対象者】　就学前から小学校低学年
までの保護者とその家族

【講　師】　高田短期大学
　子ども学科長　山﨑　征子さん

【定　員】　40 人
【募集期限】　１月 15 日㈬
【申込方法】
　事前に電話でお申し込みください。
※託児があります。
　（定員 10 人、先着順）

【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

　2 月 15 日㈯から開催の「伊賀上
野・城下町のおひなさん」で、本町
通り周辺に展示する絵手紙を募集し
ます。

【募集する絵手紙】
　おひなさんをテーマに絵と文字が
入ったもの。用紙は官製はがきサイ
ズで、紙質は自由です。
※ご応募いただいた絵手紙は返却し
　ません。

【募集期限】
　2 月 3 日㈪

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の 1
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（観光戦略課内）
　☎ 22-9670　FAX 22-9695

「伊賀上野・城下町の
おひなさん」絵手紙

募集

b
び

e・美
び

トレ教室募集

新型インフルエンザ等
　対策行動計画（中間案）

パブリックコメント

募集

　インナーマッスルを鍛え、やせや
すく、太りにくい体づくりをめざし
ませんか。
　「からだのなかから美しく」をコ
ンセプトに心も体もしなやかになれ
る教室です。

【と　き】　すべて金曜日
　１月 17 日・24 日・31 日、２月
14 日・28 日、３月 14 日
　午後 1 時 30 分～ 3 時

【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」

【対象者】　市内在住の 20 歳以上 65
歳までの人

【内　容】　アロマを使ったストレッ
チやヨガなどでリラックスしながら
脂肪を燃焼しやすい体づくりをします。

【定　員】　15 人
【参加費】　まめの館利用料：300 円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。

【受付開始日】
　12 月 20 日㈮　午前８時 30 分

【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　FAX 59-3196

　市では、新型インフルエンザ等対
策特別措置法に基づく行動計画を、
国が作成した「新型インフルエンザ
等対策政府行動計画」と三重県が作
成した「三重県新型インフルエンザ
等対策行動計画」に準じ策定します。
　このたび、伊賀市新型インフルエ
ンザ等対策行動計画（中間案）がま
とまりましたので、市民の皆さんの
ご意見を募集します。

【募集期間】
　12 月 19 日㈭～１月８日㈬

【閲覧方法】
①市ホームページ
②健康推進課
③各支所住民福祉課
④各地区市民センター

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見の件
名を記載し、ご意見（「該当箇所」
とそれに対する「意見内容」）を明
記の上、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。

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地　ハ
イトピア伊賀４階
　伊賀市健康福祉部健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666
　　kenkousuishin@city.iga.lg.jp

フットサルフェスティバル
参加チーム

募集

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働課
　　　　　　　☎ 43-2306

【と　き】　２月９日㈰　午前９時～
【ところ】
　ゆめドームうえの　第１競技場

【募集チーム】　※先着順
○エンジョイ（フリー）：10 チーム
○ミックス（試合に女性が１人以上
　出場すること）：10 チーム

【参加料】　１チーム　11,000 円
【申込方法】
　電話で依頼し、申込用紙を記入の
上、返信してください。

【申込期間】
　12 月 16 日㈪～１月 31 日㈮
※参加資格など、詳しくはお問い合
　わせください。

【申込先・問い合わせ】
　伊賀市サッカー協会フットサル委
員会
　☎ 090-7863-6411（中林）
　☎ 090-5137-9694（藤田）
　　futsalarea.nabari@pnw.to

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 47-1284　FAX 47-1290


