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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

甲種防火管理新規講習会募集

【と　き】　６月 29 日㈭・30 日㈮
　午前９時～午後４時
【ところ】　消防本部　３階研修室
【料　金】　2,600 円（テキスト代）
【定　員】　80 人　※先着順
【申込方法】
　写真１枚（横 3cm ×縦 4cm）・
印鑑・テキスト代を持参の上、申し
込んでください。
【申込期間】
　６月５日㈪～ 16 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0833
　伊賀市緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

ニュースポーツの
フォローアップセミナー

募集

　ラダーゲッター・キンボール・ユ
ニカールなどのニュースポーツを楽
しく体験しましょう。
【と　き】　６月 18 日㈰
　午前 9 時 30 分～正午
【ところ】　城東中学校　体育館
【対象者】
　17 歳以上で、健康・スポーツ・
レクリエーションに関心のある人
【定　員】　30 人　※先着順
【持ち物】　屋内シューズ・飲み物
【申込方法】
　電話・ファックス・E メール
※ファックス・E メールの場合は住
　所・氏名・年齢・性別・電話番号・
　プログラム名を記入の上、お申し
　込みください。
【申込期限】
　６月 16 日㈮　午後４時
【申込先・問い合わせ】
　スポーツ振興課（伊賀市レクリエー
ション協会事務局）
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

学習支援教室「ささゆり」
参加者

募集

　外国につながりをもつ子どもたち
のために、ボランティアスタッフが
日本語で教科学習を支援します。
　お気軽にお越しください。
【と　き】
　毎週土曜日（祝日を除く。）の午
後２時～４時
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階
【対象者】
　外国につながりをもつ小学校３年
から中学校３年までの児童・生徒、
中学校を卒業し高校進学をめざす人
【参加費】
　１回 200 円（プリント代）▲

「ささゆり教室」のボランティア
　スタッフを随時募集しています
【活動時間】
　毎週土曜日（祝日を除く。）の午
後１時 45 分～４時
【活動条件】　高校生以上（資格や経
験は問いません。）
※市内在勤の教職員を除く。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702
　ＦＡＸ 22-9641

障がいのある児童を
夏休み中、支援します

募集

【と　き】
　７月 21 日㈮～８月 31 日㈭
　午前９時～午後４時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　希望ヶ丘生きがいセンター（希望
ヶ丘西４丁目５番地の 26）
【内　容】
　夏休み中の活動の場として日中の
一時支援事業を行います。
【対象者】
　障がいのある小学生
【料　金】　
　自立支援給付費の１割（原則）
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期間】
　６月５日㈪～ 23 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

　　

【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/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版

ゆかたを着て
礼儀作法を学ぼう！

募集

【と　き】　６月 24 日㈯
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的小研修室
【内　容】
　子どもに浴衣を着てもらい、親子
でおじぎなどの作法を学びます。
※浴衣は貸し出します。
　講師：装道礼法きもの学院　佐藤　
敏子さん
【対象者】
　親子（小学生とその保護者）
【定　員】　10 組
※申込多数の場合は抽選となり、結
　果は郵送します。
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
と、子どもの学年・身長を電話・来
庁のいずれかでお伝えください。
【申込期間】　６月７日㈬～ 15 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内
　500 番地　ハイトピア伊賀　５階
　生涯学習課
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ

募集

【と　き】　８月 20 日㈰
　次の①～④のうち参加希望時間帯
①午前９時～午後１時
②午後１時～５時
③午後５時～ 10 時　④終日
【ところ】　各イベント会場など（伊
賀市中心市街地）
【内　容】　当日のイベントの警備・
設営・清掃など
【対象者】　20 歳以上で、イベント
の趣旨をご理解の上、責任を持って
お手伝いいただける人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を記
入の上、郵送・ファックス・Ｅメール
のいずれかで申し込んでください。
【申込期限】　６月 30 日㈮
※詳細は改めて本人に連絡します。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内
500 番地　市民夏のにぎわいフェス
タ実施委員会事務局（上野商工会議
所内）　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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障がい者の職場実習生募集

【募集人数】　１人
【応募資格】
　次のいずれにも該当する人
○市内在住の人
○障がい者手帳（身体・療育・精神）
　をお持ちの 18 歳以上の人
○伊賀地域の障がい者施設などに通
　所しており、一定期間、施設など
　の指導員の付き添いが可能な人
○自宅と市役所の往復（家族の送迎
　を含む）が可能な人
【勤務形態】
　原則、１日あたり５時間の週３日
勤務（平日のみ）とし、施設などから
の指導員が職場での支援を行います。
【勤務内容】
　封筒・用紙へのゴム印の押印や廃
棄書類の分別などの事務補助、庁舎
内会議室の清掃
【勤務場所】　伊賀市役所
【賃　金】　2,940 円／日
【応募方法】　電話・ファックスでお
問い合わせください。
【選考方法】　面接
【応募期間】　６月５日㈪～ 20 日㈫
【応募先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

初級日本語講座募集

　生活でよく使う言葉や日本語の勉
強の仕方など丁寧に教えます。
【と　き】
　６月 25 日から８月 27 日までの
第２・第４日曜日（全５回）
　午後１時 30 分～３時
【ところ】　多文化共生センター（上
野東町 2955 番地）
【講　師】　伊賀日本語の会
　副代表　野依　みづほさん
【定　員】　５人　※先着順
【参加条件】　ひらがな・カタカナの
読み書きができること
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を、電話または来所のいずれ
かでお伝えください。
【参加料】　1,000 円（教材代含む。）
【申込期間】
　６月７日㈬～ 19 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　多文化共生センター
　☎ 22-9629　ＦＡＸ 22-9631
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

基礎から学べる・旅行で使える
中国語講座

募集

【と　き】　
○水曜日クラス：６月 21 日から７
月 19 日までの毎週水曜日
　午後２時～３時 30 分
○日曜日クラス：６月 25 日から８
月 27 日までの第２・第４日曜日
　午前 10 時～ 11 時 30 分
※いずれも全５回（内容は同じ）
【ところ】　多文化共生センター（上
野東町 2955 番地）
【講　師】
　多文化共生嘱託員　楊　慧敏さん
【定　員】　各クラス５人　※先着順　
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電
話または来所のいずれかでお伝えく
ださい。
【参加料】　1,000 円（教材代含む。）
【申込期限】
　６月７日㈬～ 19 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　多文化共生センター
　☎ 22-9629　ＦＡＸ 22-9631
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

国税職員（高等学校卒業程度）募集

【職　種】
　税務職員（旧国家Ⅲ種）
【受験資格】
①４月１日現在、高等学校または中
　等教育学校を卒業した日の翌日か
　ら起算して３年を経過していない人
②平成 30 年３月までに高等学校ま
　たは中等教育学校を卒業する見込
　みの人
③人事院が①に掲げる人に準ずると
　認める人
【試験日】
　第１次試験：９月３日㈰
　第２次試験：10 月 11 日㈬～ 20
日㈮のいずれか指定する日
【申込期間】
○インターネット：６月 19 日㈪～
　28 日㈬　※受信有効
○郵送・持参：６月 19 日㈪～ 21 日㈬
※消印有効
【問い合わせ】
　名古屋国税局人事第二課試験係
　☎ 052-951-3511（内線 3450）
　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

伊賀ブランド「IGAMONO」
認定をめざしませんか

募集

　伊賀の風土と暮らしが
育み、伊賀の匠の知恵と
技が結集した優良な伊賀
産品と、その生産や製造
などに携わる事業者など

を伊賀ブランド「IGAMONO」とし
て認定し、販路の拡大をめざします。
　自慢の産品の申請をお待ちしてい
ます。
【認定対象】　原則、伊賀地域で生産・
製造・加工された産品（一次産品・
加工品・工芸品）とその事業者など
※個人事業者は一次産品の申請はで
　きません。
【申請資格】　
①農業・林業・漁業または製造業・
　サービス業を営む事業者など（個
　人・法人・団体）で、原則として
　伊賀地域に主な事業所があること
②伊賀市などが賦課徴収する住民税
　などに滞納がないこと
③生産・製造・加工・販売などにつ
　いて、法令などの規定に違反して
　いないこと
④責任者や責任の所在が明確で、第
　三者からの苦情・要望などに対す
　る処理体制が確立されていること
【申請方法】　「伊賀ブランド認定申請
の手引」をご覧の上、申請書類に必
要事項を記入し、関係書類を添えて
郵送または持参で提出してください。
※申請は１事業者２品目までです。
　詳しくはお問い合わせいただくか
市ホームページをご覧ください。
【審査方法】
　書類審査・プレゼンテーション審査
※認定委員会が認定基準に基づいて
　審査します。
【申請期限】
　６月 30 日㈮　午後 5 時　※必着
【申請先・問い合わせ】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之
内500番地　ハイトピア伊賀　2階
　伊賀市産業振興部商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628　

　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　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください


