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読書感想文コンクール募集

　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つ
づって表現してみませんか。一般の
人の作品も多数お待ちしています。

【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、氏名・
　住所・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４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

多文化共生サポーター
養成講座

募集

　伊賀市で暮らす外国人と交流しな
がら出身国の文化やコミュニケー
ションの方法を学んでみませんか。
　４回講座を受講後にサポーターと
して活動できる人を募集します。

【と　き】
①９月４日㈰
　午前９時 30 分～午後０時 30 分
② 10 月 16 日㈰
③ 11 月 23 日（水・祝）
④平成 29 年１月 15 日㈰　
②～④午前 10 時～午後０時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】
　市民生活課・各支所振興課・各地
区市民センターにある申込用紙に記
入の上、電話・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。申込用紙は市ホームページ
からもダウンロードできます。
◆プレイベント　※申し込み不要
　「やさしい日本語と外国人とのコ
ミュニケーション講座」

【と　き】
　７月 17 日㈰　午前 10 時～ 11 時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２

【申込先・問い合わせ】
　市民生活課　
　☎ 22-9702　FAX  22-9641 
　　shimin@city.iga.lg.jp 

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

離乳食教室募集

【と　き】
　７月 21 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

【内　容】
　講話「離乳食１～２回食を中心
に」、離乳食の調理と試食、栄養相談
※調理実習の際、先着 15 人まで託
　児があります。（電話予約制）

【定　員】 　20 人　※先着順
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル

【申込受付開始日】　７月６日㈬
※電話予約制

【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX  22-9666

ロビーコンサート催し

　夏のひととき、気軽にコンサート
をお楽しみください。

【と　き】
　７月 27 日㈬
　午前 10 時 45 分～ 11 時 15 分

【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【演　奏】　イングリッチ
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX  52-1211

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

♪♬

みんなで忍にん !!募集

　 行 政 情 報 番 組 ウ ィ ー ク
リー伊賀市の中で、「みんな
で忍にん !!」のコーナーに
出演し、忍にん体操をして
くれるグループなどを募集
します。

【放送期間】
　１週間
※コーナーは毎月１回

【応募条件】　
○市内在住・在勤の人でお
　おむね５人以上 20 人未
　満で出演できること
※営利活動、政治的または宗教的な
　活動など、公共団体が放送する内
　容として適切でない場合は出演で
　きません。
○指導なしで忍にん体操ができるこ
　と（通常バージョンと介護予防バ
　ージョンのどちらでも可）

【応募方法】
　申込書に必要事項を記入
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。
※申込書は市ホームページ・
　広聴情報課（上野ふれあい
　プラザ２階）にあります。

【選考方法】　
○応募条件に該当するかどうかを市
　で審査し、出演の可否を決定します。
○応募者が多数の場合はチームの構
　成、地域性などを考慮の上、市で
　決定します。
※詳しくはお問い合わせください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の１
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市企画振興部広聴情報課　
　☎ 22-9636
　FAX   22-9617
　　kouchoujouhou@
city.iga.lg.jp



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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男女共同参画
ネットワーク会議新規会員

募集

　男女共同参画ネットワーク会議
（愛称：いきいきネット）では、会
員独自の活動を尊重し、情報交換を
通じてネットワークを強化しなが
ら、男女が共にその個性と能力を十
分に発揮することができる男女共同
参画社会の実現を目的に活動してい
ます。今回、新たに団体・サークル・
個人の会員を募集します。

【対象者】
　市内で活動中の男女共同参画推進
に賛同していただける団体・サーク
ル・個人
※営利を目的としないこと

【活動内容】
　男女共同参画フォーラム「いきい
き未来いが」の開催やネットワーク
会議会員相互の交流や研修など

【申込方法】
　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。

【申込期限】　７月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　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

スポーツ推進審議会委員募集

　スポーツ施設や設備の整備、ス
ポーツ事業の実施や奨励など、ス
ポーツに関する重要事項について調
査・審議いただきます。

【応募資格】
　市内在住で満 20 歳以上の人
※市議会議員・市職員は除く。

【募集人数】
　３人以内

【任　期】
　２年（９月１日～平成 30 年８月
31 日）

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【応募方法】
　所定の応募用紙により、郵送・Ｅ
メール・持参のいずれかで応募して
ください。応募用紙は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。

【応募期限】
　８月５日㈮　午後５時　※必着

【選考方法】
　作文審査（応募の動機、委員の構
成比率などを総合的に考慮して選考
します。）　
※選考結果は、応募者全員に通知し
　ます。

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の１
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市企画振興部スポーツ振興課
　☎ 22-9635　FAX 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

七夕笹飾りコンクール募集

　銀座商店街で開催する「七夕笹飾
りコンクール」で、笹飾りの飾り付
けをする個人・団体を募集します。

【開催期間】
　７月 29 日㈮～８月６日㈯

【内　容】
　笹竹は銀座商店街で準備します
が、飾り付けは各自でお願いします。

（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
○笹竹の支給：７月 26 日㈫
○笹飾りの搬入：７月 29 日㈮

【申込期限】　７月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　FAX 24-2065
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

①木津川源流体験
【と　き】　7 月 24 日㈰
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】
　奥馬野、ライトピア大山田周辺

【定　員】　30 人　※先着順
②親子で楽しむリバートレッキング 

【と　き】　7 月 31 日㈰
　午前 9 時～午後 4 時

【ところ】
　奈良県曽爾村（青蓮寺川支流）

【定　員】　20 人　※先着順
③川下り・カヌー体験

【と　き】 　7 月 31 日㈰
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】　依那古地区木津川河川敷
【定　員】　30 人　※先着順
④忍者岳登山

【と　き】　9 月 11 日㈰　午前 8 時
30 分～午後 3 時 30 分

【ところ】　忍者岳（柘植町）
【定　員】　20 人　※先着順
⑤木津川上流発見講座

【と　き】  8 月 7 日㈰・21 日㈰
　午前 9 時 30 分～午後０時 30 分

【ところ】　名張市旧細川邸やなせ宿・
名張川河川敷

【定　員】　各 30 人　※先着順
【対象者】　
①～③・⑤：小学生以上
④：小学校５年生以上
※小学生は保護者同伴

【申込方法】　電話・ファックス
【申込受付開始日】
　7 月 11 日㈪　午前 10 時～
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-36-8760　
　FAX 0742-36-8782

【問い合わせ】
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 43-2324

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　一般曹候補生
【応募資格】　日本国籍を有する18 歳
以上 27 歳未満の人

【試験日・会場】
○１次試験：９月 16 日㈮（津市内）・
17 日㈯（伊賀市内）のいずれか指定
する 1 日
○２次試験：10 月 6 日㈭～ 12 日㈬
までの間の指定する 1 日（久居駐
屯地）
※２次試験は１次試験合格者のみ実施

【試験種目】
○１次試験：適性試験・筆記試験（国
語・数学・英語・作文）
○２次試験：口述試験・身体試験

【応募期間】
　８月１日㈪～９月８日㈭
　自衛官候補生の募集は、年間を通
じて行っています。詳しくはお問い
合わせいただくか、インターネット
で『自衛隊三重』を検索してください。

【応募先・問い合わせ】
　自衛隊伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662


