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赤十字講習会のご案内募集

　日本赤十字社三重県支部では災害
や不慮の事故、急病に際しての応急
手当など、緊急時の対応に役立てる
ため、次の講習会を実施します。ぜひ
ご参加ください。
◆救急法基礎講習・救急法救急員養

成講習（Ａ－６）

【と　き】

　８月７日㈫・８日㈬・９日㈭
　いずれの日も午前９時～午後５時

【ところ】　伊賀白鳳高等学校
　（伊賀市緑ヶ丘西町2270番地の1）

【受講料】　3,200 円
【申込方法】　

○インターネットの場合
　日本赤十字社三重県支部のホーム
ページから申し込んでください。
http://www.ztv.ne.jp/nissekim/
○往復はがきの場合

　上記の必要事項をご記入の上、郵
送してください。

【申込期限】　７月 28 日㈯
　先着順に受付し、定員になり次第
締め切ります。

【申込先・問い合わせ】

　〒514-0004
　津市栄町一丁目891番地
　日本赤十字社三重県支部
　事業推進課
　☎ 059-227-4145
　ＦＡＸ 059-227-6245

【担当課】　医療福祉政策課

《はがき記入例》

　希望コース　Ａ－６

　氏
ふ り

　　名
が な

　性　　別

　住　　所

　電話番号

　生年月日

　６ページの答え　

④手裏剣の先に塗る毒薬として

使用しました。

　薬草や毒物、食べられる野草
の識別や利用は忍術の基礎知識
でした。また、甲賀の薬売りは
有名ですが、行商人になりすま
し諜報活動も行いました。

　　

【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

　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

名神名阪連絡道路
シンポジウム

　名阪国道から新名神高速道路を経
て、名神高速道路までを結ぶ、「名
神名阪連絡道路」の地域での知名度
向上と整備促進の機運を高めるた
め、シンポジウムを開催します。
　当日は地域の人が名神名阪連絡道
路に対する思いを発表するほか、パ
ネルディスカッションを行います。
　ぜひご参加ください。

【と　き】　7 月 22 日㈰
　午後 2 時～ 4 時 15 分

【ところ】　あいこうか市民ホール
　（滋賀県甲賀市水口町水口 5633 番地）

【問い合わせ】

　企画管理課
　☎ 43-2323　ＦＡＸ 43-2324

芭蕉さんの七夕笹飾り

　伊賀は芭蕉さんのふるさとです。
芭蕉さんにちなんで七夕笹飾りに飾
る、“俳句”を募集します。
　ロビーに用意してある短冊にあな
たの俳句を書いて大きな笹飾りに飾
りましょう。

【と　き】　8 月 31 日㈮まで
【ところ】　青山公民館　ロビー
【問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110
　ＦＡＸ 52-1211

いがまち人権センター
第１回解放講座

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ます。

【と　き】　7 月 6 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　「差別身元調査」の撤廃
に向けて～とりくみの視点と課題を
考える～

【講　師】　（一財）大阪府人権協会
　相談役　村井　茂さん

【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。

【と　き】

　7 月 5 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616

笠取山分屯基地
オープンベース

【と　き】　7 月 22 日㈰
　午前 9 時～午後 2 時

【ところ】

　航空自衛隊　笠取山分屯基地
　（津市榊原町 4183 番地の 12）

【内　容】

　基地を一日開放して飛行展示や装
備品等展示を予定しています。
　詳しいイベント内容は、笠取山分
屯基地ホームページにて随時更新し
ますので、ご確認ください。
　http://www.mod.go.jp/asdf/
kasatoriyama/

【問い合わせ】

　笠取山分屯基地
　総務人事班　広報係
　☎ 059-252-1155（内線 204）

【担当課】　総務課

催し

催し

催し

催し

催し



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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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

河川レンジャー募集

【対象者】

　木津川上流域で活動できる満 18
歳以上の人
※実施した活動に対して日当・交通

費などの経費の一部を支援します。
【申込方法】

　木津川上流河川事務所ホームペー
ジにある応募書を郵送してください。
　http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/

【申込期限】

　9 月 28 日㈮
※詳しくはお問い合わせいただく

か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】

　〒 630-8114
　奈良県奈良市芝辻町 3-9-27
　ローダック 21　奈良ビル
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局 (( 一社 ) 近畿建設協会 )
　☎ 0742-33-1300

【問い合わせ】

　企画管理課
　☎ 43-2323　ＦＡＸ 43-2324

木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

①川下り・カヌー体験

【と　き】　7 月 22 日㈰ 
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】　依那古地区木津川河川敷
【定　員】　30 人 ※先着順
②木津川源流体験

【と　き】　7 月 28 日㈯
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】　奥馬野・ライトピアおお
やまだ周辺

【定　員】　30 人 ※先着順
③ダム見学会での防災活動体験

【と　き】　8 月 5 日㈰ 
　午前 10 時～正午

【ところ】　比奈知ダム管理所
【定　員】　30 人 ※先着順
④名張川水生生物調査

【と　き】　8 月 18 日㈯ 
　午後 1 時～午後３時

【ところ】　名張市旧細川邸やなせ
宿・名張川河川敷

【定　員】　30 人 ※先着順
⑤忍者岳登山 ( 柘植川源流探検 )

【と　き】　9 月 9 日㈰ 
　午前 9 時～午後３時 30 分

【ところ】　忍者岳
【定　員】　20 人 ※先着順
⑥木津川上流発見講座

【と　き】　8 月 5 日㈰・26 日㈰ 
　午前 9 時 30 分～午後 0 時 30 分

【ところ】　名張市旧細川邸やなせ
宿・名張川河川敷

【定　員】　各 20 人 ※先着順
【対象者】

　①～④・⑥：小学生以上
　　　　　⑤：小学５年生以上
※小学生は保護者同伴

【申込方法】　ファックス
【申込受付開始日時】

　7 月 9 日㈪　午前 10 時
※詳しくはお問い合わせいただく

か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。

　http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/
【申込先・問い合わせ】

　木津川上流管内河川レンジャー事
務局 (( 一社 ) 近畿建設協会 )
　☎ 0742-33-1300
　ＦＡＸ 0742-34-1482

【問い合わせ】

企画管理課
　☎ 43-2323
　ＦＡＸ 43-2324

下水道排水設備工事
責任技術者試験

募集

　排水設備工事を施工するために
は、市から指定工事店としての指定
を受ける必要があります。指定を受
けるには、（公財）三重県下水道公社
が発行する下水道排水設備工事責任
技術者証が必要です。
　まだお持ちでない人は試験を受け
てください。

【と　き】

　11 月 27 日㈫　午後 1 時～
【ところ】

　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234 番地）

【料　金】　8,000 円
【申込期間】

　8 月 10 日㈮～ 9 月 10 日㈪
　※当日消印有効

【申込方法】

　申込書を持参または簡易書留で郵
送してください。

【申込先・問い合わせ】

　〒 515-0104
　松阪市高洲町 3922 番地
　（公財）三重県下水道公社　総務課
　☎ 0598-53-2331
　ＦＡＸ 0598-53-4867

【担当課】　上下水道部営業課

【と   き】

　7 月 21 日㈯
　午後 2 時～ 4 時 30 分
※荒天中止

【ところ】　上野ふれあいプラザ
　3 階中会議室
○難聴者体験談　講師：三重県難聴・

中途失聴者協会
○補聴器のはなし　パソコン要約筆

記サークルことのは
【申込方法】　電話・ファックス
【申込先・問い合わせ】

　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

聞こえの体験講座募集

　認知症について理解し、地域で見
守っていただくサポーターを養成す
る講座です。

【と　き】　７月 24 日㈫
　午後１時 30 分～午後３時

【ところ】　島ヶ原会館　ホール
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込開始日】　６月 21 日㈭
定員になり次第、受付は終了します。

【申込先・問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

認知症サポーター養成講座募集

　市政情報をお伝えしています。

　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

中です。

　番組表は、各支所・各子育て支

援センターで配布しているほか、

右の２次元コードから

もご確認いただけます。

２次元コード　

▲

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」


