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ウィッツ青山学園高等学校
入学者募集

募集

　「意育」を理念に掲げる、市が認
可した単位制の高等学校です。
【募集人数】
○全日制課程
　通学生：10 人（Ａ日程・Ｃ日程）
　寮生：10 人（Ｂ日程・Ｃ日程）
○通信制課程：400 人
【入試日・出願期間】
○全日制課程
◦Ａ日程（通学生）：１月 24 日㈮
　１月８日㈬ ～ 21 日㈫
◦ Ｂ 日 程（ 寮 生 ）： ２ 月 16 日 ㈰
　１月８日㈬～２月 10 日㈪
◦ Ｃ 日 程（ 共 通 ）： ３ 月 13 日 ㈭
　２月 17 日㈪～３月７日㈮
○通信制課程：個別
　１月８日㈬～３月 29 日㈯
【試験内容】
＜通学生＞
　作文・面接・選択１教科試験
＜寮生＞
　作文・面接・国語・数学・英語
＜通信制＞
　作文・面接
【受験料】
　15,750 円
【合格発表】
　試験日から 10 日以内に発表
※転入学についても随時対応します。
※個別学校見学会は電話、ファックス
　などでお申し込みください。
【応募先・問い合わせ】
　ウィッツ青山学園高等学校
　（担当　井上）
　☎ 53-1190　ＦＡＸ 53-1192
　教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

　三重大学伊賀研究拠点は、大学の
「知」と伊賀地域ならびに企業が有
する「地域資源」との連携により、
地域活性化と環境保全などに取り組
んでいます。
　今回は特に、環境と食の資源化を
テーマに紹介します。
【と　き】
　1 月 31 日㈮　午後 1 時 30 分～
【ところ】
　 ヒルホテルサンピア伊賀
【内　容】
＜講演１＞
○演題：「地域資源としての森林の
　持続的な利用」
○講師：三重大学大学院
　　　　生物資源学研究科教授
　　　　石川　知明さん
＜講演２＞
○演題：「資源としての海の哺乳類
　鯨やアシカ・アザラシとその利用」
○講師：三重大学 理事・副学長
　　　　伊賀研究拠点所長　

吉岡　基さん
＜報告１＞
　獣害対策と連動するジビエ食材

『かじかの取り組み』」 
　いがまち山里の幸利活用組合「か
じか」　　　　　　 中森　秀治さん
＜報告２＞
　「伊賀有機農業推進協議会の取組
について」
　㈱へんこ代表取締役

村山　邦彦さん
＜報告３＞
　「RASC による伊賀の食材普及活
動について」
　三重大学地域戦略センター

　加治　宏基さん
＜報告４＞
　「モクモク 6 次産業の取組み」
　㈱伊賀の里モクモク手作りファーム　

竹内　正典さん
＜総合討論＞
【問い合わせ】
　三重大学伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　ＦＡＸ 41-1062
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

第１２回三重大学発
産学官連携セミナー in 伊賀

催しチャリティーバザー催し

　伊賀市更生保護女性の会上野支
部が、チャリティーバザーを開催
します。
【と　き】　2 月９日㈰
　午前 9 時 30 分 ～ 午後 2 時 30 分
【ところ】
　上野ふれあいプラザ 3 階
　中会議室
【内　容】　日用雑貨などを販売
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

更生保護女性の会
ケース研究会

催し

　犯罪や非行のない地域社会を願っ
て開催します。
【と　き】
　1 月 19 日㈰
　午後 1 時～ 3 時 30 分
【ところ】
　ふるさと会館いが　多目的室
【内　容】
　グループ討議
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

【と　き】　1 月 28 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】　名張市総合福祉センター
ふれあい（名張市丸之内 79 番地）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場。
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。
※家族の会会員は 100 円。
※申し込み不要。認知症の人が参加
　する場合は、事前に連絡してくだ
　さい。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　青少年の健全育成を市民総ぐるみ
で推進するために開催します。
【と　き】　１月 18 日㈯
　午前 11 時～正午
　（開場：午前 10 時 45 分）
【ところ】
　上野フレックスホテル
　２階桜の間
【内　容】
○「どうして、ぞうさんのはなはな　
　がいの？」
○「ゆらゆらばしのうえで」
【定　員】　200 人　※先着順
※車は、なるべく乗り合わせでお願
　いします。
※会場はじゅうたん敷きです。クッショ
　ンが必要な人は持参してください。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

青少年健全育成推進大会
人形劇場

催し

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「確定申告の相談につい
て」などをお送りします。



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

14広報いが市 2014 年（平成 26 年） １月５日号15 広報いが市 2014 年（平成 26 年） １月５日号

超脂肪燃焼ボクササイズ募集

　エクササイズによる脂肪燃焼効果
と、運動前、運動中、終了後にサプ
リメントを摂取し、脂肪燃焼効果を
体験します。今回は初心者から初級
者向けのエクササイズです。
【と　き】　２月 13 日㈭
　午後７時 30 分～８時 30 分
　（受付：午後６時 45 分～）
【ところ】　ゆめドームうえの
　第一競技場
【講　師】　陶山　美佐さん
【対象者】　登録講習会修了者・一般
（中学生以上）
【定　員】　150 人
【受講料】　※傷害保険料含む。
○一般：600 円
○フィットネス教室登録者：400 円
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　１月 14 日㈫　午前９時
【申込先・問い合わせ】
　ゆめドームうえの
　☎ 22-0590
　スポーツ振興課　　
　☎ 47-1284　ＦＡＸ 47-1290

市史編さん委員会委員募集募集

　市史編さん事業の基本方針や編さ
ん計画などの必要な事項に関し検討
や提案を行う委員を募集します。
　市史編さん事業は、平成 28 年度
を目標に古代・中世、近世、近現代
の３つの時代に分けてそれぞれ資料
編と通史編、そして年表・索引の合
計７巻の刊行を予定しています。
【応募資格】
①市内在住で、満 20 歳以上 70 歳
　未満の人
②市議会議員・市職員でない人
※嘱託・臨時の市職員を含む。
【募集人数】　２人以内
【任　期】
　３月１日から２年間
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２～３時間程度
　を予定
【応募方法】
　市史や郷土史に対する思いなどを

「市史編さん委員会委員への応募動
機」として 800 字以内（様式自由）
にまとめ、住所 ･ 氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を記入の上、
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。
【応募期限】
　１月 27 日㈪　必着
※ファックス・Ｅメールの場合は同日
　午後５時受信分まで。
【選考方法】
　作文審査（年齢・性別・地域間
のバランスなどによる委員の構成
比率を考慮して決定します。）
　選考結果は、応募者に書面で通知
します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0292
　伊賀市阿保 1411 番地　
　伊賀市総務部総務課市史編さん係
　☎ 52-4380　ＦＡＸ 52-4381
　　soumu@city.iga.lg.jp

　事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と　き】
　１月 26 日㈰
①普通救命講習会：午前 9 時～正午
②実技救命講習会：午前10 時～正午
【ところ】　中消防署　西分署　
【内　容】
　心肺蘇生法（成人）と AED の使い
方、異物除去の方法、止血などの応
急手当
【対象者】
①普通救命講習会：市内在住・在勤・
在学の小学校４年生以上の人
②実技救命講習会：市内在住・在勤・
在学の小学校４年生以上で次のいず
れかにあてはまる人
○ 12 月 20 日以降に市ホームペー
　ジで受講できる応急手当 WEB 講
　習を修了した人
○平成 25 年 1 月 26 日以降に救命
　入門コースを修了した人
【募集人数】
①普通救命講習会：20 人程度
②実技救命講習会：10 人程度
【申込期限】　1 月 21 日㈫
【申込方法】　消防救急課・各消防署・
各分署にある所定の用紙に記入の
上、お申し込みください。
　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。
※動きやすい服装で受講してください。
【申込先・問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

おやこ DE のびのび教室募集

　水に触れ、慣れることを目的に開
催します。保護者も水中運動をする
ことで運動不足解消になります。
【と　き】　※全４回
　２月７日㈮・21 日㈮・26 日㈬、
３月 12 日㈬
　午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
【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１歳～未就学
児とその保護者　
【内　容】　親子のプール教室
【定　員】　15 組
【持ち物】　水着・スイミングキャッ
プ・オムツの取れていない子どもは水
遊び用紙パンツ・タオル・飲み物など
【参加費】　まめの館利用料
　大人：300 円
　子ども (3 歳以上 )：100 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。
【申込受付開始日】
　１月 16 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

応急手当を身につけましょう募集

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
い、という人もぜひご参加ください。
【と　き】　１月 31 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　阿山保健福祉センター
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」、栄養相談
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室募集
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　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください


