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寺田市民館　
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　３月 30 日㈭までの午前８時 30
分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】
　「水平社宣言」
　宣言に込められた思いと、部落差
別により奪われた人間性を取り返そ
うと自らの意志で立ち上がった人々
の生き方から学び、自らを振り返り
ましょう。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻   23-8728

医療講演会と
給付金についての個別相談会

催し

～B型肝炎の患者さんのために～
【とき・内容】　３月 18日㈯　
①医療講演会
　午後１時 30分～２時 30分
　演題：「B型肝炎の基礎知識（病
気と治療の内容）」
　講師：地方独立行政法人三重県立
総合医療センター　副院長　白木　
克哉さん
②個別相談会
　午後２時 30分～４時
　（最終受付は午後３時 30分まで）
【ところ】
　四日市商工会議所　ホール１（四
日市市諏訪町 2-5）
【問い合わせ】
　全国 B型肝炎訴訟名古屋（愛知・
岐阜・三重）弁護団事務局
　☎ 052-961-0788
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

第19回『雪解』のつどい催し

　伊賀市ゆかりの作家 ･横光利一の
人と文学を偲

しの

ぶ催しです。
【と　き】　３月 18日㈯
 　午後１時 30 分～４時（受付：
午後１時～）
【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール
【テーマ】　「横光利一と故郷」
【内　容】
◆朗読と演奏　
○朗読
　作品：『琵琶湖』
　「雪解」のつどい実行委員会　委員　
田村　敏子さん
○フルート演奏
　岩佐　絹枝さん　
◆講演
　演題：「橫光利一と幻影の〈ふる
さと〉」
　講師：滋賀大学　特任准教授
　　　　黒田　大河さん
◆クイズ　「知ってるよ 横光利一」 
　「雪解」のつどい実行委員会
◆イメージ絵巻「柘植の友人が語る
横光利一」
　制作・絵手紙グループ「いろは」
【参加費】　300円（資料代）
【問い合わせ】
　「雪解」のつどい実行委員会事務局 
　☎／℻   21-1554
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　℻  45-9120

伊賀の里
魅力満載ウォーキング

催し

　JR 関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくため、ウオー
クイベントを開催します。
　ウオークの後は、伊賀上野N

に ん じ ゃ
INJA

フェスタをお楽しみください。
【と　き】
　４月９日㈰
○受付：午前９時 45分～
○出発：午前 10時 30分
○解散：午後１時頃（予定）
※小雨決行。中止の場合は当日午前
　７時に決定しますので、上野商工
　会議所へお問い合わせください。
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
　スをご利用ください。
※小学生以下は保護者同伴
【内　容】
　JR 伊賀上野駅前（集合）⇒開化
寺⇒鍵屋の辻⇒西之立町通り⇒蓑虫
庵⇒中之立町通り⇒鎌田製菓（おも
てなし）⇒上野市駅（解散）
※距離約６km
【持ち物】
　水筒・タオルなど
※歩きやすい服装で参加してください。
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663
　℻  22-9852
　上野商工会議所
　☎ 21-0527

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　３月 21日㈫
　午後１時 30分～ 4時
【ところ】
　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928番地）
【料　金】　200円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100円。
※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　℻  24-7511

　市政の情報をお伝えします。
　ケーブルテレビ17チャンネ
ル（青山は204チャンネル）・
地上デジタル放送121チャン
ネルで放送中。

QRコード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

「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　℻   22-9662

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」 　　　　行政情報番組
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

後継者育成セミナー募集

【と　き】
　3月 24日㈮　午後 8時～ 10時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階ホール
【内　容】
　演題：「仕組み経営～世界中で支
持されているマイケル・Ｅ・ガーバー
の教え～」
　講師：T

し ん く

hink ＆ D
どぅー

o㈱　代表取締
役　堀越　吉太郎さん
【対象者】　事業経営者など
【申込方法】
　上野商工会議所ホームページで申
込書を入手し、ファックス・持参の
いずれかでお申し込みいただくか、
電話でお申し込みください。
【申込期限】　3月 23日㈭
【応募先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527　℻  24-3857
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9628

新規学卒就職者激励会＆
教育セミナー

募集

【と　き】　
○４月 18日㈫
　午前８時 30分～午後５時
○４月19日㈬　午前９時～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【内　容】
○第１部　式典
○第２部　教育セミナー
　講師：みなみトレーニングラボ
　倉智　紫津子さん
【対象者】　新規学卒就職者
【料　金】
○上野商工会議所・伊賀市商工会・
　ユーザ協会のいずれかの会員
　5,000 円
○非会員
　10,000 円
※昼食代・テキスト代を含む。
【申込方法】
　上野商工会議所ホームページで申
込書を入手し、ファックス・持参の
いずれかにてお申し込みいただく
か、電話でお申し込みください。
【申込期限】　３月 22日㈬
【応募先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527　℻  24-3857
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9628

ファーマーズ
ワークショップ伊賀

募集

【と　き】　３月 18日㈯
　午前10時～午後３時　※少雨決行
【ところ】　伊賀市農業公園農村ふれ
あいセンター（予野11440番地の2）
【内　容】　じゃがいも植えつけなど
の畑作業体験（午前）、土鍋で炊い
た伊賀のお米・有機野菜などを使っ
た食体験（昼食）、干し芋つくり体
験（午後）
　詳しくはお問い合わせいただく
か、ホームページをご覧ください。
（http://farmers-workshop.jp/）
【定　員】　30 人　※先着順
【応募方法】　代表者の住所・氏名・
年齢・電話番号・参加者全員の氏名・
年齢を記入の上、ファックスまたは
E メールで申し込んでください。
【申込期間】　３月６日㈪～ 16 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀有機農業推進協議会（担当：
伊藤）　☎ 080-2403-6142
　　info@iyuukyo.jp
　農林振興課
　☎ 43-2302　℻   43-2313

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　一般幹部候補生　
○大卒程度試験
　平成30 年４月１日現在、22 歳以
上 26 歳未満の人または20 歳以上
22 歳未満の大卒者（見込みを含む。）
○院卒者試験
　平成 30 年４月１日現在、20 歳
以上 28 歳未満の修士課程修了者
（見込みを含む。）
【試験日】
○１次試験：
　①５月 13 日㈯　②５月 14 日㈰　
※②は飛行要員希望者のみ
○２次試験：６月 13 日㈫～ 16日
㈮の指定する日
※１次試験合格者のみ行います。
【試験種目】　
○１次試験：筆記試験
○２次試験：小論文試験・口述試験・
身体検査
【試験会場】
　三重県内の指定される試験場
【合格発表】　
　１次試験：６月２日㈮
※２次試験以降の合格発表は合格者
　のみに通知します。
【申込期限】　５月５日（金・祝）　※必着
※自衛官候補生は年間を通じて募集
　しています。
　詳しくはお問い合わせください。
【応募先・問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部伊賀地域
事務所
　☎ 21-6720

国税職員（大学卒業程度）募集

　国税局では平成 30年４月採用の
税務職員を募集しています。
【職　種】
　税務職員（国税専門官）
【受検資格】　
○昭和 62年４月２日～平成８年４
　月１日生まれの人
○平成８年４月２日以降に生まれた
　人で①②のいずれかに該当する人
①大学を卒業した人・平成 30年３
　月までに卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
　格があると認める人
【試験日】
○第１次試験：６月 11日㈰
○第２次試験：７月12日㈬～19日　
　㈬のいずれか指定する日
【申込期間】　インターネット：３月
31日㈮午前９時～４月 12日㈬
※インターネットで申し込みができ
　ない場合は連絡してください。
【申込先・問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課試験係　
　☎ 052-951-3511
　国税庁ホームページ名古屋国税局
コーナー
　http://www.nta.go.jp/nagoya

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は１冊にまとめて適切な管理を行
いましょう。

　まとめましょう

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください


