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　新春恒例の干支展を開催します。
　皆さんから寄せられた作品のほ
か、昭和 34 年、平成 19 年の絵馬、
各サークルの干支にちなんだ作品を
展示します。

【と   き】
　１月４日㈮〜 7 日㈪
　午前 10 時〜午後４時
※期間中、毎日先着 10 人にミニ絵

馬をプレゼントします。
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１・２

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

亥の春展

　伊賀市の「環境・未来」を小・中学
生が絵画や作文で表現・発表します。
　新しい庁舎で子どもたちの願いや
思いに触れてみませんか。

【と   き】　12 月 22 日㈯
　午前 11 時〜正午
　（新庁舎竣工式典終了後）

【ところ】
　市役所　新庁舎　１階

【内　容】
　「伊賀市未来創造宣言」（主催：三
井生命保険株式会社・伊賀市・伊賀
市教育委員会）に応募された作品の
展示・表彰・発表等を行います。
○絵画（小学５・６年生）
　展示と入賞作品の表彰
○桃青の丘幼稚園（５歳児）
　ダンス
○作文（中学生１〜３年生　３人）
　スピーチ発表と表彰

【問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290

～伊賀市の未来～
絵画・作文コンテスト

　市消防本部・市消防団・幼少年消防
クラブによる消防出初式を行います。

【と   き】　1 月 6 日㈰
　午前 9 時〜正午　※雨天決行

【ところ】
　三重県立ゆめドームうえの　第 1
競技場・ゆめぽりすセンター前駐車
場・上郡木津川河川敷

【内　容】
○通常点検
○表彰・車両パレード
○防火の誓い
○一斉放水

【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

消防出初式催し

　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
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

いが オレンジカフェ
　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】　1 月 8 日㈫
　午前 10 時〜正午

【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【料　金】　100 円
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

離乳食教室
【と　き】　1 月 15 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

国体推進課が移転します
　市庁舎の移転に伴い、企画振興部
国体推進課（三重とこわか国体伊賀
市実行委員会事務局）は次の場所に
移転します。
移転日：1 月 4 日㈮
新住所：〒 518-1313
　伊賀市馬場 1128 番地の 1
　阿山保健福祉センター 1 階
　☎ 43-9100　ＦＡＸ 43-9102

【問い合わせ】　国体推進課
　☎ 22-9681　ＦＡＸ 22-9852

庁舎移転に伴うお知らせ
○戸籍などの届出
　現庁舎（上野丸之内）での業務は
12 月 28 日㈮までですが、戸籍な
どの届出は１月４日㈮午前８時 30
分まで現庁舎で受け付けます。
○電話
　庁舎移転に伴う電話工事のため、
作業時間中は電話が繋がりにくくな
ります。その場合は、☎ 24-2358
へおかけなおしください。

【作業日時】　12 月 28 日㈮
　午後５時 30 分〜　※２時間程度

【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

　露出展示の大溝遺構の凍結による
破損劣化を防止するため、シートで
保護します。このため、次の期間は
臨時休園日を設けます。大溝見学を
希望される皆さんには大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。

【臨時休園日】　12 月 20 日㈭〜３月
20 日㈬の毎週月・水・木曜日

【休園日】
　毎週火曜日・12 月 29 日㈯〜１
月３日㈭
※期間中の毎週金〜日曜日は無料で

入園できます。
【問い合わせ】
○文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290
○（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511

城之越遺跡の
冬期臨時休園日について

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
○（せ）（入）：1 月 7 日㈪
　　　　　　　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）（入）：1 月 22 日㈫
　　　　　　　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が

あります。詳しくは市ホーム
ページでご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618
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病院ボランティアを
募集します

募集

【応募資格】
　健康でボランティア活動に熱意が
あり、病院内で医師、看護師などと
協力して、患者さんにより良い医療
を提供できるように、自発的に支援
できる人
※未成年者は保護者などの承諾が必要

【勤務形態／勤務時間】
○活動内容
・外来フロアなどでの案内
・外来フロアで自力歩行困難な患者

さんに対する援助
・病院建物周辺の環境美化など
○活動時間

外来診療日の午前 8 時 30 分から
正午まで月２回以上

【勤務場所】　上野総合市民病院
【応募方法】
　次の書類を病院総務課へ郵送また
は持参してください。申請書は当院
ホームページからもダウンロードで
きます。
○ボランティア活動登録・参加申込

書　１通
○ボランティア活動誓約書　１通
○健康診断書　１通
※応募は随時受け付けています。

【備　考】
○ボランティア活動保険加入
○一般健康診断実施（年１回）
○職員食堂での昼食付き

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0823
　伊賀市四十九町 831 番地
　伊賀市立上野総合市民病院
　事務部病院総務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

環境セミナー募集

【と　き】　2 月 2 日㈯　
午前 10 時〜 11 時 30 分

【ところ】　さくらリサイクルセン
ター　２階大会議室

【内　容】　
○演題：伊勢湾再生に向けて（伊勢

湾の漂流・漂着ゴミ）
○講師：三重県環境生活部大気・水

環境課　主幹　柘植　亮さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　40 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　12 月 20 日㈭〜 1 月 18 日㈮
　午前９時〜午後５時
※土・日曜日、祝日、12 月 29 日㈯

〜 1 月 3 日㈭を除く。
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

甲種防火管理新規講習会募集

　防火管理者の資格を取得するため
の講習会です。

【と　き】　２月７日㈭・８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】　60 人　※先着順
【申込方法】
　写真１枚（横 3㎝×縦 4㎝）・印鑑・
テキスト代（2,600 円）を持参の上、
お申し込みください。

【申込期間】
　1 月 15 日㈫〜 25 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部予防課
　☎ 24 ｰ 9105　ＦＡＸ 24 ｰ 9111

初級英会話講座募集

【と　き】　1 月 31 日㈭・2 月 7 日
㈭・14 日㈭・21 日㈭・28 日㈭
すべて午後 7 時〜 8 時 30 分

【ところ】　上野ふれあいプラザ
３階中会議室

【内　容】　簡単なコミュニケーショ
ン英語を学びます。
　講師：ティモシー　スピクザさん

【対象者】　中学生以上
【料　金】
○会員 2,000 円
○非会員 3,000 円
○中学・高校生 1,500 円

【持ち物】　筆記用具
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　氏名・電話番号を電話
またはメールでお伝えください。

【申込期間】　1 月 4 日㈮〜 25 日㈮
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629　　mie-iifa@ict.jp

【担当課】　市民生活課育休ママのつどい募集

　少しの時間“子育て”から離れ、
職場復帰後の働き方や、これからの
キャリアなど自分自身のことについ
て、働くママ同士一緒に話してみま
せんか。育児休業中に描くこれから
の働き方を、育休アドバイザーを交
えてみんなで考えます。

【と　き】　2 月 1 日㈮
　午前 10 時〜正午

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム

【対象者】　市内在住・在勤で、産前
休暇・産後休暇・育児休業中の女性、
または取得予定の妊婦

【定　員】　先着 10 人
【申込方法】　氏名・住所・電話番号
を、電話・ファックス・Ｅメール・
来庁のいずれかでお伝えください。

【申込期間】
　12 月 25 日㈫〜 1 月 25 日㈮
※土・日曜日、祝日、12 月 29 日㈯

〜 1 月 3 日㈭を除く。
【託　児】　先着 10 人程度
【託児申込期間】
　12 月 25 日㈫〜 1 月 18 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　４階
　男女共同参画センター
　（人権政策課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

　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」

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要とす
る人が伝えやすく、支
援ができる人が気付き

やすくなる「おもいやりの絆」を
つなげるマークです。

【問い合わせ】障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp


