◆ 芭蕉祭式典であなたの歌声を披露しませんか

芭蕉祭

市民合唱団・子ども合唱団募集

【芭蕉祭式典日時】
10 月 12 日㈭

午前９時 25 分～ 11 時 30 分
【式典開催場所】
上野公園内俳聖殿前広場
◆芭蕉祭市民合唱団
【出演時間】

午前 10 時頃～ 11 時 30 分
【対象者】
練習・式典に参加できる人

【曲 目】
『芭蕉翁讃歌』
『芭蕉』
『奥の細道』
『芭蕉さん』の４曲
【練習日時】
９月 30 日㈯、10 日９日（月・祝）
午後８時～９時 30 分
【練習場所】
ハイトピア伊賀 ５階多目的大研修室

◆芭蕉祭子ども合唱団

【出演時間】
午前９時 30 分頃～（約 10 分間）

【対象者】
小学校３～６年生で、練習・式典に参加できる人
【募集人数】
30 人 ※先着順
【曲 目】『芭蕉さん』
【練習日時】

９月 17 日㈰、10 月７日㈯
午後１時 30 分～３時
【練習場所】
上野西小学校 多目的ホール
【申込方法】
電話・ファックス・Ｅメール
【申込先】
文化交流課
bunka@city.iga.lg.jp

◆ 下水道の大切さを再確認しましょう

マンホールカードを配布しています
私たちは、毎日の生活でたくさんの
水を使用しています。その汚れた水を
きれいにして川に返すのが下水道の役

割です。
河川の水質を守り、私たちが快適な生
活を送るために、下水道はなくてはならないものです。
そこで、皆さんに下水道への関心や親しみを持って
いただくことを目的として、マンホールカードを作成
しました。

【問い合わせ】文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694

【問い合わせ】上下水道部下水道工務課
☎ 24-2137 ＦＡＸ 24-2138

【配布時間】 午前９時～午後５時 45 分
※年末年始（12 月 29 日～１月１日）を除く。
【配布場所】 伊賀市上野丸之内 500 番地
ハイトピア伊賀

１階

伊賀市観光案内所

【配布枚数】
2,000 枚（１人１枚まで、なくなり次第終了）
※事前予約や郵送での取り扱いは行いません。
（表）

（裏）

～マンホールカードとは～
実際に使われているマンホール蓋の図柄を、その由
来とともに紹介するカード型の「下水道広報用パンフ
レット」です。
◆伊賀の魅力がいっぱい！
伊賀忍者を広く PR するため、３人の伊賀忍者と、
市の花「ササユリ」、市の木「アカマツ」、市の鳥「キ
ジ」を描いた象徴的なデザインのマンホール蓋を使用
しています。
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◆ 城下町で夕涼みなんて、いかがでしょう？

ライトアップイベント“お城のまわり”
上野公園内や周辺にあ
る江戸から昭和にかけて

賀の歴史の素晴らしさを体感してみませんか。
※雨天時は内容を変更・中止する場合があります。

ライトアップ

▲

お知らせ

の歴史的建物などをライ
トアップします。
普段見過ごしがちな伊

催

伊賀上野城 ･ 俳聖殿 ･ 伊賀流忍者博物館 ･ 芭蕉翁記
念館 ･ 市役所南庁舎 ･ だんじり会館 ･ 上野西小学校体
育館 ･ 国史跡旧崇広堂 ･ 上野市駅駅舎

し

※スタンプラリーを同時開催（賞品には伊賀ブランド
“IGAMONO”などをご用意します。）

▲

催し

午前９時～午後９時（午後４時 30 分～入場無料）
「真夏の夜のステンドグラス展」

《市役所南庁舎》
８月 12 日㈯・13 日㈰ 午後６時～８時 45 分
「モダニズム建築に響く音楽の夕べ」
《だんじり会館》
８月 12 日㈯・13 日㈰ 午後７時～９時
「だんじり会館ウォールプロジェクション」

ナイトフード

《市庁舎駐車場 ･ 芭蕉翁記念館前広場》
８月 12 日㈯
午後５時～９時
「キッチンカーなどによる販売」
《上野市駅前》 ８月 13 日㈰
午後４時 30 分～９時
「伊賀 foodnight」

ナイトミュージアム（夜間特別開館）

▲

募 集
まちかど通信

《上野公園内》 ８月 12 日㈯・13 日㈰
午後６時 30 分頃～９時 「竹灯り・和傘灯り」
※伊勢志摩サミット会場で、竹あかりの会場演出に関
わった川渕皓平さん制作の竹灯籠も展示します。
《俳聖殿》
○８月 12 日㈯
午後６時 30 分～８時 30 分
「DANCE FESTA」
○８月 13 日㈰
午後７時～８時 30 分
「ゴスペルライブ」

《国史跡旧崇広堂》 ８月 12 日㈯・13 日㈰

▲

８月 12 日㈯・13 日㈰
午後６時 30 分頃～９時

【問い合わせ】中心市街地推進課
☎ 22-9825 ＦＡＸ 22-9628

《伊賀上野城》 ８月 12 日㈯・13 日㈰
午後９時まで開館延長（入館は午後８時まで）
《伊賀流忍者博物館》 ８月 13 日㈰

午後６時 30 分・午後７時・午後７時 30 分（３部制）
※各回先着 40 人
《芭蕉翁記念館》 ８月 12 日㈯・13 日㈰
午後９時まで開館延長
※伊賀上野城・伊賀流忍者博物館・芭蕉翁記念館は入
館料がかかります。

◆ 10 月１日以降、勤務する人を募集します
コラム

日直業務員募集

【問い合わせ】伊賀支所振興課
☎ 45-9111 ＦＡＸ 45-9120

図書・救急など

【募集人数】 １人 ※学生は除く。
【勤務形態】 １人体制勤務（４～５日程度／月）
【勤務期間】 10 月１日㈰～平成 30 年３月 31 日㈯の
うち、土・日曜日、祝日、年末年始の午前８時 30 分
～午後５時 15 分
※更新の可能性があります。
【勤務内容】

【応募方法】

【勤務場所】 市役所伊賀支所庁舎
【賃 金】 6,600 円／日

【応募先】
伊賀市下柘植 728 番地

市役所伊賀支所への休日来庁者や電話などの対応、
戸籍関係届出の受付など
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履歴書を持参してください。
※郵送や電話での申し込みはできません。

【選考方法】 面接
※面接は市役所伊賀支所で行います。
※面接日時は応募締め切り後に通知します。
【応募期間】 ８月４日㈮～ 17 日㈭
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

伊賀支所振興課

