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歴史講座
「『伊賀市史』通史編

近世の編さんを終えて」

募集

　『伊賀市史』通史編 近世の編さん
事業を通して見えた伊賀城代を中心
とする藤堂藩政や、忍者と呼ばれた
伊賀者の実像など、江戸時代の伊賀
の歴史に焦点を合わせた講座です。
【と　き】　10 月 27 日㈭
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】　青山図書室
【講　師】　甲南大学文学部　教授
　東谷　智さん
【定　員】　15 人
【申込方法】　電話・ファックス・来館
【申込期限】　
　10 月 25 日㈫　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

 
 

【募集人数】　若干名
【応募資格】　昭和42年４月２日以
降生まれで、受験資格に必要な免
許（薬剤師免許・管理栄養士免許）
を持っている人または平成 29 年
３月末までに取得見込みの人
【採用予定日】　平成29年４月１日
【勤務条件・休暇など】
　初任給（平成28年４月１日実績）
○薬剤師
　６年制大学卒：206,300 円
　４年制大学卒：190,200 円
○管理栄養士
　大学卒：183,300 円
　短大３卒：176,700 円
※当該職種の前歴に応じて加算さ
　れます。
※その他、諸手当が支給されます。
※年次有給休暇・特別休暇・病気
　休暇・介護休暇などがあります。
【選考試験日】　12 月２日㈮
※時間などは応募者に後日お知ら
　せします。
【試験会場】　上野総合市民病院
【選考方法】
○薬剤師：作文・面接・適性
○管理栄養士： 作文・面接
【提出書類】
○平成28年度伊賀市職員選考採用
　試験受験申込書（１通）
○外国籍の人は、住民票などの在
　留資格を証する書類（１通）
【応募期限】
　11 月 21 日㈪　※必着
※郵送の場合は、必ず「簡易書留」
　としてください。
【申込先・問い合わせ】
○〒 518-0823
　伊賀市四十九町 831 番地
　伊賀市立上野総合市民病院事務
部病院総務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
○人事課
　☎ 22-9605　ＦＡＸ 22-9616
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INJA
～忍者ってナンジャ !? ～

催し

　世界的なブームになっている「忍
者」を現代科学の視点を交えながら
紹介します。忍者の技術や身体能力、
知恵に迫り、わかりやすく体感でき
る展示です。
　また、コラボ企画として、三重県
総合博物館・伊賀市・名張市を結ん
で「The NINJA クイズ＆スタンプ
ラリー」を実施します。
※詳しくは三重県総合博物館ホーム
　ページをご覧ください。
【と　き】　10 月 25 日㈫～平成 29
年１月９日（月・祝）
　平日：午前 9 時～午後 5 時
　土・日曜日、祝日：午前 9 時～午
後 7 時
※月曜日（祝日の場合はその翌日）、
　12 月 29 日～１月３日は休館
【ところ】　三重県総合博物館 MieMu
 （津市一身田上津部田 3060 番地）
※企画展は有料。（高校生以下は無料）
【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695
　三重県総合博物館 MieMu
　☎ 059-228-2283
　http://www.bunka.pref.mie.lg.
jp/MieMu/
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回顧展催し

～上野天神祭ダンジリ行事
ユネスコ無形文化遺産登録祈念事業～
　伊賀市出身の画家で、戦後、旧上
野市の多彩な文化事業に協力し、上
野天神祭の印

しるし

のデザインにも尽力さ
れ、多くの作品を残した濱邊萬吉さ
んの偉業を讃

た た

える催しです。
◆作品展
【と　き】　10 月 22 日㈯～ 27 日㈭
　午前 11 時～午後６時
【ところ】
　アートスペースいが（上野福居町）
◆講演会
【と　き】
　10 月 22 日㈯　午後２時～
【ところ】
　上野西部公民館
【演　題】
　「萬吉さんと英三、裸木」
【講　師】
　地域誌「伊賀百筆」　編集長
　北出　楯夫さん
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

第２４回 
ひじきコスモスまつり（収穫祭）

催し

【と　き】　10 月９日㈰
　午前 10 時～午後３時
※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校周辺
【内　容】
○地元の旬の野菜即売
○舞台アトラクション
○バザーコーナー
○菜種油で揚げたドーナツなどの販売
○答志島の海産物・伊賀（比自岐）米
　コシヒカリの販売や杵つき餅実演
　など
【問い合わせ】　ひじきコスモスまつ
り（収穫祭）実行委員会（比自岐地
区市民センター内）　☎ 37-0029
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

いがまち展覧会催し

【と　き】　10 月 22 日㈯・23 日㈰
　午前９時～午後４時 30 分
※ 23 日㈰は、午後２時 30 分まで
【ところ】
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター
【内　容】　絵画・写真・書道・短歌・
俳句・生け花・盆栽・手芸などの展示、
特産品などの即売やチャリティーバ
ザーなど
【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

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



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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干支の春展（子どもの部）
「とり」の絵

募集

　平成 29 年１月４日㈬から２月３
日㈮まで、ハイトピア伊賀５階ロ
ビーで展示する絵を募集します。
【対象者】
　市内在住の小学生以下の子ども
【応募点数】　１人１点
【応募規定】
　干支の「とり」にちなんだ絵を、
クレヨン・絵の具・貼り絵などで描
いてください。
※写真の貼り付けは禁止です。
【応募方法】
　上野公民館で用意する紙を使って
作成し、提出してください。
　用紙は 50 人分用意しますので、
上野公民館まで取りに来てください。
※ A4 サイズの紙であれば、ご家庭
　でお持ちの紙でも提出可能です。
【応募期間】
　10 月 15 日㈯～ 11 月 30 日㈬
　午前９時～午後５時
※出展後の作品は保管しますが、希
　望に応じて返却しますのでご相談
　ください。
【応募先・問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日、祝日　☎ 22-9801

上野天神祭
だんじりウォーク

募集

　国庫補助事業により新調した５つ
の町のだんじり幕（新幕と旧幕）を
見て歩きながら、専門家から復元新
調や修理についての説明を聞くこと
ができます。
　新たな視点で上野天神祭を楽しみ
ませんか。
【と　き】
　10 月 23 日㈰
　午後１時～４時（予定）
※小雨決行
【内　容】　
　コース：上野西町集議所（集合）
⇒上野西町⇒上野中町⇒上野小玉町
⇒上野鍛冶町⇒上野新町
【定　員】
　30 人　※先着順　
【申込期間】
　10 月３日㈪～ 17 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集

　離婚・相続・借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、民
事法律扶助による弁護士の巡回無料
法律相談会を開催します。
【と　き】
　10 月 19 日、12 月 21 日、2 月
15 日
　すべて水曜日　午後１時～４時
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階ボラン
ティア活動室
【定　員】　６人　※先着順
【申込期限】　それぞれの開催日の前
日の午後５時まで
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

市有地を売却します募集

　市が保有している土地を、次のと
おり一般競争入札により売却します。
【と　き】　11 月 15 日㈫
　入札受付：午前 10 時～ 11 時
　開札：午前 11 時～
【ところ】
　本庁舎　２階第３会議室
【物件調書の閲覧期間】
　10 月 14 日㈮～ 11 月 11 日㈮
　午前９時～午後５時
※正午～午後１時と、土・日曜日、
　祝日を除く。
【売却物件】
　服部町三丁目 117 番２
　1697.72㎡
※事前に管財課で物件調書を閲覧し、
　現地をご確認ください。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

　　

【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

甲種防火管理再講習募集

　比較的大規模な特定防火対象物の
防火管理者に対して、一定期間ごと
に再講習を義務付けています。
　より高度な管理能力と最新の知識
と技術を取得するための講習会を行
います。
【と　き】
　11 月４日㈮　午前９時～正午
【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室　
【対象者】　収容人員が300人以上の
店舗・病院・集会場・遊技場など、
不特定多数の人が入る特定防火対象
物の防火管理者に選任されている人
【定　員】　30 人　※先着順
【持ち物】　筆記用具
【申込方法】　写真１枚（横３cm×縦
４cm）・受講者の印鑑・テキスト代
1,400 円を持参し、消防本部予防
課にある申込書と受講票に必要事項
を記入の上、提出してください。
【申込期間】　10 月３日㈪～ 14 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

市有地を貸し付けます募集

　市が保有している土地を、次のと
おりプロポーザル方式により貸し付
けます。
【物　件】　上野丸之内 29 番地
【参加申込・資料閲覧期限】
　10 月 11 日㈫　午後５時
※参加申込書の提出方法は持参に限
　ります。
※参加資格を認めた場合は、提案書
　などを提出いただきます。
※参加する場合は、必ず実施要領な
　どを確認してください。
【提案書などの提出期間】
　10 月 13 日㈭～ 19 日㈬
※提案書のプレゼンテーションとヒ
　アリングで審査します。
【提出先・問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

「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


