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【と　き】
　1月 9日㈰　午後 1時 30分～
【ところ】　
　大山田せせらぎ運動公園
　河川グラウンド（平田 725番地）
※雨天時：大山田小学校　体育館
【訓練内容】　通常点検・はしご車披
露・一斉放水など
※雨天時は訓練内容を変更します。
【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　℻   24-9111

消防出初式お知
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　農業委員会委員選挙人名簿は、登
載資格要件を備えている人（農業生
産法人の組合員または社員を含む）
からの申請によって作成され、この
名簿に登載されていないと農業委員
会委員選挙で投票することができま
せん。このため、従来からの「選挙
人名簿登載申請書」と、農地基本台
帳を補完し登載申請書の審査を円滑
に行うための「農業従事日数等の登
載について」の申告書を併せて配布
します。必要事項を記入、押印の上、
１月 10日㈪ · ㈷までに農業委員会
事務局、または各支所振興課に提出
してください。
【登載資格】
　平成 23年１月１日現在、市内に
住所を有し、平成 23年３月 31日
現在、満 20歳以上の人で次のいず
れかに該当していること。
① 10アール（1,000㎡）以上の農
　地について耕作の業務を営む人
②上記の人と同居する親族、または
　その配偶者で耕作に従事する日数
　がおおむね年間 60日以上に達す
　ると農業委員会が認めた人
③ 10アール（1,000㎡）以上の農地
　について耕作の業務を営む農業生産   
　法人の組合員・社員・株主で、年
　間 60日以上耕作の業務に従事し
　ていると農業委員会が認めた人
【問い合わせ】
　選挙管理委員会事務局
　☎ 22-9601　℻   24-2440
　農業委員会事務局
　☎ 43-2312　℻   43-2313

農業委員選挙人名簿
登載申請書の提出について
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　㈶自治総合センターでは、宝くじ
の普及広報事業の一環として、住民
が行うコミュニティ活動を推進する
ため、コミュニティ助成事業を実施
しています。
　下阿波区ではこの助成を受けて、
里山整備の推進や、住み良い活気あ
る地域活動を維持していくために、
畦草刈機、チェーンソー、木材粉砕
機、パワーブロワー、アルミブリッ
ジ、液晶テレビ、エアコン、コピー
機を購入しました。
【問い合わせ】　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　℻   46-1764

平成 22年度
コミュニティ助成事業
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霊山初登山大会イベ
ント

　新年の幕開けを霊山山頂で迎えま
せんか。家族、友達などで一緒に参
加してください。
【と　き】
　１月１日㈯ · ㈷　 午前６時集合
【ところ】　
　霊山寺（下柘植 3252番地）
※駐車場に限りがあります。できる
　だけ乗り合わせでお願いします。
【日の出時刻】 
　霊山山頂：午前６時 56分
　（海上保安庁情報）
※霊山寺境内で霊山保勝会・西柘植
　地域まちづくり協議会による記念
　品と甘酒などのふるまいがあります。
【問い合わせ】
　西柘植地区市民センター
　☎ 45-8611

平成 22年度陸上自衛隊　高等工科学校生徒募集

※受験費用無料。併願
　受験可能。最終合格
　発表後に入隊への意
　向を確認します。
【問い合わせ】
　三重県地方協力本部
　伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

受付期限 １月７日㈮　※中学校長などの推薦の場合は１月６日㈭
応募資格 15 歳以上 17歳未満の男子（平成６年４月２日～平成８年４月１日生）

試　　験
１次試験：１月 22日㈯（合格発表：２月１日㈫）
２次試験：２月５日㈯～８日㈫で１日を指定
最終合格発表：２月 25日㈮

待遇など
身　分：特別職国家公務員（生徒）
手　当：生徒手当（月額 94,900 円）・期末手当（年２回）
休　日：週休２日制・祝日・年末年始休暇など

教　　育 資　格：通信制による高等学校卒業資格を取得
科　目：一般教養・電子工学・機械工学・防衛学などの専門教育を学びます。

進　　路 卒業後は自衛官に任官し、課程教育終了後３等陸曹に昇任します。
また、防衛大学校への進学や航空学生などの道も開かれています。

　１月８日㈯は、本庁舎の電気設備
保守点検のため全館停電となります
ので、市役所玄関設置の自動交付機
を終日停止します。
　なお、近鉄名張駅東口に設置の自
動交付機での伊賀市の住民票の写し
および印鑑登録証明書の発行も停止
します。大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解をお願いします。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

住民票などの
自動交付機一時停止
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伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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ぶ俳句会イベ
ント

　芭蕉さんの伊賀の門下の中心人物
として活躍し、芭蕉の俳論を後世
に残した蓑

みの

虫
む し

庵
あ ん

主
し ゅ

 服部土芳を偲び、
俳句会を開催します。これを機会に
俳句作りをしてみませんか。
【と　き】　１月 18日㈫
　午後１時 45分～４時
　投句受付：午後０時 30分～
　投句締切：午後１時 15分
【ところ】　お城会館　２階
【選　者】（敬称略・50音順）
　谷本　昌子　　西田　誠
　浜地　和恵　　藤井　充子
　山村　勝子
【投句数】
　１人３句以内
※投句料は無料です。
※後日、参加者に無料で句集を送付
　します。
【問い合わせ】
　企画課
　☎ 22-9621　℻   22-9628

パネルシアターであそぼう！イベ
ント

　パネルシアターとは、布地を貼っ
たパネルを舞台にして、絵を貼った
り外したりしてお話しを展開するも
のです。愉快なパネルシアターの世
界をお楽しみください。
【と　き】　
　12月 25日㈯
　午前 10時 30分～ 11時 30分
【ところ】　
　大山田公民館　研修室
※パネルシアター終了後にお楽しみ
　イベントがあります。
【問い合わせ】
　大山田公民館　
　☎ 46-0130　℻   46-0131

干支展「卯の春展」イベ
ント

　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 50年・62年・平成 11年の絵
馬や、干支にちなんだ郷土玩具も展
示します。
【と　き】
　１月５日㈬～８日㈯
　午前 10時～午後４時
【ところ】　中央公民館
【問い合わせ】
　上野公民館　
　☎ 22-9801　℻   22-9692

ウェルカムベビー教室（前期）
　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として、「ウェルカムベビー教室」
を開催します。
　妊婦さんはもちろん、赤ちゃんの世
話をする家族も一緒に参加できます。
【と　き】　１月 21日㈮
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　２階
【内　容】　（前期）
○妊娠中の体の変化について
○妊娠中の食事について
○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】
　12 月 22日㈬
※３月に「ウェルカムベビー教室（後
　期）」を開催します。
　（内容：新生児の育児、妊婦体験
　ジャケットの着用による妊婦体験、
　沐浴体験など。本紙２月 15日号
　で募集）
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   26-0151

募集

～太平洋 2,000 キロのクルーズに
旅立とう！～

　この体験航海は、洋上や小笠原で
の活動を通して船・海・自然への理
解・興味を深めてもらうとともに、
船内での共同生活で社会性やルール、
マナーを身につけてもらうことを目
的に、B&G財団が開催するものです。

【と　き】　３月 26日㈯～ 31日㈭
　　　　　５泊６日
【対象者】　小学４年生～中学３年生
【募集人数】　若干名　※先着順
【研修地】　小笠原諸島
【参加費】
①小学生
　98,000円／１人（JR名古屋駅出発）
　101,000円／１人（JR新大阪駅出発）
②中学生
　108,000円／１人（JR名古屋駅出発）
　114,000円／１人（JR新大阪駅出発）
【受付期限】　２月 7日㈪
【申込先・問い合わせ】　
　スポーツ振興課
　☎ 22-9680　℻   22-9692

B&G体験クルーズ募集

　市民と行政（川の管理者）の橋渡
し役となって活動を行う「河川レン
ジャー」を募集します。そこで、た
くさんの人に木津川上流管内の河川
に関心を持っていただくために講座
を開催します。
【と　き】　1 月 29日㈯
　受付：午前 9時 15分～
　開始：午前 9時 30分
【ところ】　
　上野遊水地集中管理センター
　資料室（小田町 242）
【対象者】　満 18歳以上の人
【定　員】　30人
【申込期限】　1月 24日㈪
※詳しくは、木津川上流河川事務所
　ホームページ参照
　 http://www.kkr.mlit.go.jp/kiz
　 ujyo/
【問い合わせ】　木津川上流管内河川
レンジャー事務局
　☎ 62-0476　℻   62-0477

河川レンジャーになろう！
～木津川上流発見講座～

募集子育て応援パワーアップ講座
　地域の子どもたちの育ちを見守っ
ていただける皆さんを対象に、講座
を開催します。子どもたちが本来
持っている「育つ力」を発揮しての
びのびと育つことができる地域づく
りについて、一緒に考えてみませんか。
【と　き】
　２月５日㈯　午前 10時～正午
【ところ】　島ヶ原地区市民センター
【内　容】
○子育ち支援についての考え方
○子育ち支援の取り組みについて
○子育ち支援の視点に立った子ども
　との接し方
【講　師】
　㈶生涯学習開発財団　認定コーチ
　葛巻　直樹さん
【申込期限】　1 月 31日㈪
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原子育て支援センター
　（島ヶ原地区市民センター内）
　☎ 59-9060　
※電話でお申し込みください。

募集

URL


