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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。

第９回
いがファミリーフェスタ

募集

　伊賀市社会
教育委員によ
る家庭教育事
業イベントを開催します。子育て世
代の人はぜひご参加ください。
【と　き】　２月 25 日㈰
　午後２時～４時（受付：1 時 30 分～）
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２階　　
【内　容】
◆第１部　親子で聞く林先生の子育
　てばなし
　演題：「幸せを伝えてよ」
　講師：助産師　林　みち子さん
※講演の後はディスカッションを行
　うほか、希望者の個別相談をお受
　けします。　
◆第２部　みんなで影絵を楽しもう
　演目：「きみはほんとうにステキ
　だね」
　演者：影絵組「たこの足」　　　
【対象者】　未就学児から小学校低学
年までの子どもと保護者　
※小学校中・高学年の子どもと保護
　者も参加できます。
【定　員】　50 組　※先着順
【申込方法】　氏名と連絡先を電話・
E メールでお伝えください。
【申込受付開始日】
　２月５日㈪　午前９時～
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX   22-9692
　　 gakushuu@city.iga.lg.jp

青少年健全育成推進大会
（人形劇）

募集

【と　き】　３月 10 日㈯
　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　（開場：午前 10 時 15 分）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
※ブルーシートに座ります。座布団・
　クッションが必要な人はご持参く
　ださい。
※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用
　の場合は、上演時間中の駐車料金
　を市が負担します。
※駐車場は台数に限りがありますの
　で、満車の場合は上野西小学校運
　動場または桃青の丘幼稚園の駐車
　場をご利用ください。
【内　容】
　人形劇団むすび座公演
　「プッペンポップなにつくろ？」
　「あかずきんちゃん」
【対象者】
　未就学児から小学校低学年までの
子どもとその保護者
※小学校中・高学年の子どもと保護
　者も参加できます。
【定　員】
　150 人　※先着順
【申込方法】
　代表者の住所・氏名・電話番号・
参加人数を電話・ファックスでお伝え
いただくか、市ホームページにある申
込書を持参して申し込んでください。
【申込期間】
　２月８日㈭～ 28 日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　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
　☎ 22-9679　FAX   22-9692

青山公民館 地域学習講座
～高尾の古民家で

“餅つき体験”～

募集

　あおやまキャラバン先生と一緒に
里山の古民家で餅つきをして、みん
なでおいしく食べましょう。
【と　き】　３月 18 日㈰
　午前 9 時 30 分～午後 2 時
【ところ】
　高尾地区（古民家の宿 ふとみ）
【内　容】
　千本杵つき（餅つき）体験
※ベーゴマなどの昔あそびも体験で
　きます。
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期限】　3 月 1 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX  52-2174

看護学生修学資金制度募集

【募集人数】　若干名
【応募資格】　看護師の資格を取得す
るため、看護専門学校または看護系
大学に入学・在学する人で、卒業後
に病院で看護師として勤務する人
【貸与額】
　月額８万円または５万円
※卒業後、速やかに看護師免許を取
　得し、次の期間上野総合市民病院
　で勤務した場合は、修学資金の返
　還を免除します。
○月額 5万円の場合
　貸与を受けた期間に相当する期間
○月額 8万円の場合
　貸与を受けた期間の 1.5 倍に相当
する期間
【応募方法】
　次の書類を病院総務課へ提出して
ください。
○修学資金貸与申請書
○入学説明書または在学証明書
○履歴書（写真添付）
【選考方法】
　書類審査・作文・面接
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0823
　伊賀市四十九町 831 番地
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 24-1111　FAX  24-1565

自動販売機設置事業者募集

　市の施設に自動販売機を設置する
事業者の一般競争入札を行い、公有
財産の有効活用を図ります。
【対象施設】　大山田支所、島ヶ原支
所、上下水道部事務所など、６施設
【設置期間】
　４月１日から１年間（最長５年）
【入札予定日】　３月２日㈮
※詳しくはお問い合わせいただくか
　市ホームページの実施要領などを
　ご覧いただき、参加要件や設置に
　関する条件などをご確認ください。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　FAX  24-2440

　　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　FAX   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



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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伊賀市消防団員募集

　少子高齢化などに伴い、消防団員
の確保が困難になっています。
　市では、消防団員・支援団員・女
性消防団員を募集していますので、
入団を希望する人はご連絡ください。
【入団資格】
　市内在住で 18 歳以上の人
【活動内容】
　特別職の地方公務員として次のよ
うな活動をしていただきます。
○火災発生時の消火活動
○地震・風水害などの大規模災害で
　の救出・救助活動
○災害危険箇所の警戒巡視
○防火・防災啓発活動　など
【処遇など】
○年報酬、出動手当
○公務災害補償制度
○退職報償金　など
【申込先・問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　FAX 24-9111

フィリピン共和国の
食と文化を知ろう !!

募集

【と　き】
　３月 11 日㈰
【ところ】
　青山ハーモニー・フォレスト
【内　容】
◆第１部（午前 10 時～午後１時）
　フィリピン共和国の家庭料理の調
理実習と食事会

《メニュー》
○シニガン（トマト・豚肉・野菜たっ
　ぷりの酸味のあるスープ）
○ギナタアン・ビルビル（もち・さ
　つまいも・ココナッツミルク・タ
　ピオカを使ったデザート）
◆第 2部（午後 1 時～ 3 時）
　フィリピン共和国の文化・日常生
活の紹介など
【参加費】　1,000 円（食材費）
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス・来庁
【申込受付開始日】　2 月 13 日㈫
※第 2 部のみ参加の場合は申し込み
　不要です。
【申込先・問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　FAX 52-2174

上級救命講習募集

【と　き】
　３月 11 日㈰
　午前９時～午後５時
※座学が免除で、実技のみ
　受講の場合は午前 10時

　～午後５時
【ところ】　消防本部　研修室
【内　容】
　救命に必要な応急手当・傷病者管
理・外傷の手当要領・搬送法
※当日は動きやすい服装で受講して
　ください。
※講習後に修了証を交付します。
【対象者】
　中学生以上で、市内在住・在勤ま
たは在学の人
※次のいずれかにあてはまる人は座
　学が１時間免除で、実技のみの受
　講になります。
○平成 30 年２月 11 日以降に市ホー
　ムページで受講できる応急手当 WEB
　講習を修了した人
○平成 29 年３月 11 日以降に救命
　入門コース・普通救命講習を修了
　した人
【定　員】　30 人　※先着順
※参加者が５人に満たない場合は開　
　催を中止します。
【申込方法】
　消防救急課・各消防署・各分署に
ある所定の用紙に必要事項を記入の
上、持参してください。
※申し込み用紙は市ホームページか
　らもダウンロードできます。
【申込期間】
　２月５日㈪～３月２日㈮
【申込先・問い合わせ】
○伊賀市緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　FAX 24-9111
○各消防署・各分署

ゆめテクノ伊賀 こども大学募集

【と　き】　３月 28 日㈬
　午前の部：午前９時 30 分～
　午後の部：午後１時 30 分～
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール
【内容・講師】
○なのはな博士になろう！
　三重大学名誉教授　山本　好男さん
○ LED ツリーを作ろう！　
　三重大学特任教授　加藤　進さん
【対象者】　小学校３～６年生
【定　員】　各回 30 人
【申込方法】
　チラシについている応募用紙に必
要事項を記入の上、郵便はがきに貼
付し、郵送してください。
　詳しくはお問い合わせいただくか
伊賀市文化都市協会のホームページ

（http://www.bunto.com) をご覧
ください。
【申込期限】
　２月 28 日㈬　※消印有効
※応募者多数の場合は、３月９日㈮
　午前 10 時から、ゆめテクノ伊賀
　で公開抽選会を行います。抽選の
　結果は当選者のみ後日連絡します。
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘一丁目３番地の３
　ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

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、弁護士
による無料法律相談会を開催します。
【と　き】　2 月 21 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
【申込方法】　電話
【申込期限】　2月20日㈫　午後５時
【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
※次回の開催は 4 月 18 日㈬です。
【担当課】　市民生活課

　　

【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/
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