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消防団夏期訓練催し

　消防団員の士気高揚と団結を図る
ため、伊賀市消防団夏期訓練を実施
します。
　観覧席を準備しますので、ぜひご
見学ください。
【と　き】　7 月 15 日㈰
【ところ】

《メイン会場》

○上野中分団　午前９時～
　伊賀市民多目的広場（旧上野商業
高等学校グラウンド）
　※雨天時：同体育館
《サブ会場》

○上野西分団　午前９時～
　三重中央開発㈱
　※雨天時：成和西小学校　体育館　　　　　　
○上野北分団　午前９時～
　旧丸柱小学校グラウンド
　※雨天時：同体育館
○上野東分団　午前 8 時 30 分～
　伊賀市教育研究センター
　（旧友生小学校）グラウンド
　※雨天時：同体育館
○上野南分団　午前９時～
　旧比自岐小学校グラウンド
　※雨天時：同体育館
○伊賀分団　午前９時～
　柘植中学校グラウンド
　※雨天時：同体育館
○島ヶ原分団　午前９時～
　島ヶ原市民センター前駐車場
　※雨天時：島ヶ原会館
　　　　　　ふれあいホール
○阿山分団　午前８時～
　玉滝小学校グラウンド
　※雨天時：同体育館
○大山田分団　午前９時～
　せせらぎ運動公園
　※雨天時：大山田農村環境改善
　　　　　　センター　ホール
○青山分団　午前８時 30 分～
　青山中学校グラウンド
　※雨天時：同体育館
【訓練内容】　通常点検・消防操法・
火災想定訓練など
※雨天時は、訓練内容などを変更し

ます。
【問い合わせ】

　消防救急課
　☎ 24-9115
　FAX 24-9111

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】　7 月 24 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
ター南部サテライト
　☎ 52-2715　FAX 52-2281

離乳食教室催し

【と　き】　7 月 24 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】

　離乳食初期～完了期の話・実演見
学・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【持ち物】

　母子健康手帳・筆記用具など
【問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

※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。

伊賀市の人口・世帯数

（平成 30 年 5 月 31 日現在）

 人口　92,456 人

　　　　（男）45,242 人

　　　　（女）47,214 人

 世帯数　40,121 世帯

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　7 月 2 日㈪～ 30 日㈪
　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】

　「世界人権宣言」
　すべての人間が生まれながらに
持っている基本的人権を、初めて国
際的に認めた宣言です。この宣言の
意義と、私たちが果たすべき役割に
ついて考えてみましょう。
【問い合わせ】

　寺田市民館　☎／FAX 23-8728

日直業務員（臨時職員）
お知
らせ

　10 月１日以降、勤務する人を募
集します。
【募集人数】　１人
【勤務形態】

　１人体制勤務…２～４日程度／月
【勤務期間】

　10 月 1 日 ㈪ ～ 平 成 31 年 3 月
31 日㈰の土・日曜日、祝日
　午前８時 30 分～午後５時
※更新の可能性があります。
【勤務内容】

　青山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
【賃　金】　6,600 円／日
【応募方法】

　事前に電話連絡の上、履歴書を持
参してください。
【選考方法】　面接
※面接は青山支所で行います。
※面接日時は応募期間後に通知します。
【応募期間】

　７月９日㈪～８月３日㈮の午前８
時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【応募先・問い合わせ】　
　伊賀市阿保 1411 番地
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　FAX 52-2174

募集

献血のご案内
●７月２2日㈰

　午前 10時～正午
　午後 1時 30分～ 4時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　FAX 22-9666

「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　ＦＡＸ 22-9662



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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七夕笹飾りコンクール
お知
らせ

　銀座商店街で開催する「七夕笹飾
りコンクール」で、笹飾りの飾り付
けをする団体を募集します。
【開催期間】　7 月 27 日㈮～ 8 月 6 日㈪
【ところ】　銀座商店街
【内　容】　笹竹は銀座商店街で準備
しますので、飾り付けを各自でお願
いします。（材料は雨にぬれても良
いもので、リサイクル品など）
○笹竹の支給：７月 24 日㈫
○笹飾りの搬入：７月 27 日㈮
【申込方法】　電話でお問い合わせい
ただいたあと、団体名・代表者名・
電話番号を記入の上、ファックスで
申し込んでください。
【申込期限】　7 月 13 日㈮
【申込先・問い合わせ】　
　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎ 24-2044　FAX 24-2065
　（火・水・金曜日のみ）
【担当課】　商工労働課

募集

上野地域人権啓発指導者
（人権リーダー）

募集

　お住まいの地域で人権啓発活動を推
進する人権リーダーになりませんか。
【対象者】　上野地域在住で地域の人
権啓発活動に意欲のある人
【申込方法】　人権政策課または本庁
舎玄関受付にある人権リーダー登録
申込書に必要事項を記入し、お住ま
いの人権啓発草の根運動推進会議の
推薦状を添えて郵送または持参して
ください。
※申込書などは市ホームページから

もダウンロードできます。
【選考方法】

　書類審査により登録し、登録され
た人には登録証を交付します。
【申込期間】　随時
※登録いただいた人を対象に研修会

を実施します。
※詳しくは、市ホームページをご覧い

ただくか、お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】

　〒 518-1422
　伊賀市平田 650 番地
　大山田農村環境改善センター１階
　伊賀市人権生活環境部人権政策課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　一般曹候補生
【応募資格】

　日本国籍を有する 18 歳以上 27
歳未満の人
【応募方法】

　電話でお問い合わせください。
【試験日】

○１次試験
９月 21 日㈮～ 23 日（日・祝）のう
ち指定する 1 日
○２次試験

10 月 12 日㈮～ 17 日㈬のうち
指定する 1 日

【試験種目】

○１次試験：適性検査・筆記試験
　（国語、数学、英語、作文）
○２次試験：口述試験・身体検査
【試験会場】

　受付時または受験票交付時にお知
らせします。
※ 2 次試験は 1 次試験合格者にのみ

行い、2 次試験の試験会場は 1 次
試験合格通知でお知らせします。

【合格発表】

○１次試験　10 月 5 日㈮
○２次試験　11 月 9 日㈮
【応募期限】

　９月７日㈮まで　※締切日必着
※自衛官候補生は年間を通じて募集

しています。
【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
【担当課】　総務課

スポーツ推進審議会委員募集

　スポーツ施設および設備の整備に
関することや、スポーツ事業の実施・
奨励に関することなど、スポーツに
関する重要事項について調査、審議
いただきます。
【応募資格】　市内在住の満 20 歳以
上 70 歳未満の人
※市議会議員・市職員でない人。
【募集人数】　３人以内
【任　期】

　9 月 1 日～ 2020 年 8 月 31 日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定による。
【応募方法】　住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号・応募動機を明
記の上、郵送・ファックス・Ｅメール・
持参のいずれかでご応募ください。
【応募締切】　8 月 1 日㈬　※必着
※Ｅメールは午後５時必着
【選考方法】　作文審査により、委員
の構成比率などを総合的に考慮して
選考します。
※選考結果は、本人に通知します。
【応募先・問い合わせ】

　〒 518-0869　伊賀市上野中町
2976 番地の 1　上野ふれあいプラ
ザ２階
　伊賀市企画振興部スポーツ振興課
　☎ 22-9635　FAX 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

【と　き】　７月 24 日㈫・25 日㈬
　午前 10 時～ 11 時 45 分
【ところ】　青山公民館
【内　容】

　24 日㈫『夏休みの自由研究をし
よう !!　俳句に挑戦』
　25 日㈬『作ってみよう !! 陶芸に
挑戦』『お話を楽しもう』
【対象者】　小学生
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話または来館してお伝え
ください。
【申込期限】　7 月 23 日㈪
【申込先・問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110
　FAX 52-1211

夏休み子ども体験講座
2 回連続講座

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」


