※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。

催し

いがまち人権パネル展

【と き】
3 月 1 日㈮～ 29 日㈮
午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 3 月 7 日 ㈭ は 午 後 7 時 30 分ま
で延長して開館します。
【ところ】 いがまち人権センター
【内 容】「部落差別と向き合う」
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 FAX 45-9130

募集

自衛官になりませんか

【募集種目】 予備自衛官補（男女）
【応募資格】 日本国籍を有する 18
歳以上 34 歳未満の人
（保有技能に応じ 55 歳未満）
【試験日】 4 月 20 日㈯～ 24 日㈬
のうち指定する日
【応募期限】 4 月 12 日㈮
試験種目・応募方法など詳しくは
お問い合わせいただくか、インター
ネットで「自衛隊三重」を検索して
ください。
※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】
自衛隊伊賀地域事務所
☎ 21-6720
【担当課】 総務課

募集

春の和菓子講座

【と き】 3 月 23 日㈯
午前 9 時 30 分～正午
【ところ】 青山公民館図書室
【内 容】
城下町ならではの春の訪れを感じ
る和菓子を 4 種作ります。
講師：桔梗屋織居第 18 代当主
中村 伊英さん
【料 金】 500 円
【定 員】 12 人 ※先着順
※小学生以下は保護者同伴
【申込方法】 住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、電話・ファック
ス・持参のいずれかで申し込んでく
ださい。
【申込受付開始日】
３月７日㈭ 午前 8 時 30 分～
【申込先・問い合わせ】 青山公民館
☎ 52-1110 FAX 52-1211

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

【と き】
3 月 1 日㈮～ 28 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】「ありのまま、ここで生
きる～障がいのある人の視点から社
会を見つめ直す～」
障がい者を取り巻く社会の意識の
変革をたどりながら、あらゆる人が
互いを認め合いながら共に生きる社
会について考えるパネル展です。
【問い合わせ】
寺田市民館 ☎／FAX 23-8728

催し

地域活動支援事業補助金
公開審査会

市では、市民の皆さんの自主的な
まちづくり活動を支援し、個性的で
魅力あふれる地域づくりを推進する
ための地域活動支援事業補助金を交
付しています。
審査会は一般公開していますの
で、市民活動に関心のある人はぜひ
お越しください。
【と き】 3 月 16 日㈯
午後 1 時 30 分～
【ところ】 ゆめぽりすセンター
２階大会議室
【問い合わせ】 地域づくり推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694

催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】 3 月 19 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

催し

認知症講演会＆座談会

2 組の認知症当事者と家族がそれ
ぞれの思いを話します。皆さんも認
知症について考えてみませんか。
【と き】 3 月 17 日㈰
午後 1 時 30 分～ 3 時
（開場：午後 1 時）
【ところ】
ヒルホテル サンピア伊賀 4 階
白鳳の間
（西明寺 2756 番地の 104）
【内 容】
◆講演会
○演 題：認知症になった私からの
メッセージ
○講 師：若年性認知症の人と家族
と地域の支え合いの会「希望の灯
り」曽根勝 一道さん・重美さん
○インタビュアー：
希望の灯り代表 下薗 誠さん
◆座談会
○テーマ：認知症と共に暮らす～本
音トーク～
○登壇者：曽根勝 一道さん・重美
さん、下薗 誠さん、中川 誠治
さん・絵里子さん（認知症の人と
家族の会 三重県支部）
※手話通訳、ヒアリングループがあ
ります。
※座談会後、認知症の相談会（要申
込）を実施します。
【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

催し

ライトピアおおやまだ
「人権大学公開講座」

部落問題解消に向けて、学びを深
め幅広い市民の意識向上や研鑽のた
めに開催します。
【と き】 3 月 19 日㈫
午後７時 30 分～９時
【ところ】
ライトピアおおやまだ ホール
【内 容】
○演 題：出会いから学ぶ～軽やか
にしなやかに～
○講 師：髙田 美樹さん
【問い合わせ】
ライトピアおおやまだ
☎ 47-1160 FAX 47-1162

広報いが市 2019 年
（平成 31 年）3 月１日号

12

市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/
ひ わ だ

猪田神社本殿の檜皮屋根
修理現場見学会

お知らせ
催
し
募 集

猪田神社本殿の檜皮屋根葺替工事
の現場を公開します。重要文化財の
本殿を近くで見学できる貴重な機会
です。
【と き】 3 月 23 日㈯
①午後１時 30 分～
②午後２時 30 分～
【ところ】 猪田神社
（猪田 5139 番地）
※駐車場には限りがあります。
【定 員】 各回先着 20 人
【申込方法】 電話
【申込期間】 ３月 7 日㈭～ 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
文化財課
☎ 22-9678 FAX 22-9667

募集

制服「ください」
「あげます」

まちかど通信
コラム
図書・救急など

この春、中学校・高校を卒業する、
あるいは使わなくなった制服などが
ご家庭にある皆さん、使わなくなっ
た服を譲ってください。市内在住で
外国にルーツを持つ学生たちが再利
用させていただきます。
【対象品】 市内の中学校・伊賀地
区の高校の制服・体操服
【受付期間】 3 月 10 日㈰～ 24 日
㈰ 午前 9 時～午後 5 時
※ 16 日㈯・17 日㈰・21 日（木・祝）
・
23 日㈯は閉館しています。
【譲渡方法】 クリーニングした制
服・体操服を伊賀市多文化共生セン
ター（上野東町 2955 番地）まで
持参してください。
※譲渡希望数に達した場合はお断り
させていただくことがあります。
【問い合わせ】
○市民生活課
☎ 22-9702 FAX 22-9641
○多文化共生センター
☎ 22-9629
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募集

新規就職者激励会＆セミナー

【と き】 ４月 16 日㈫
午前 8 時 30 分～午後 6 時 30 分
【ところ】 上野商工会議所
（ハイトピア伊賀 3 階ホール）
【内 容】 各企業の新入社員が一堂
に会し、社会人としての意欲を育く
むとともに、ビジネスマナーの基本
習得を目的に開催します。
○第 1 部 式典・激励会
○第 2 部 教育セミナー
「新社会人のためのビジネスマナー」
講師：田子 希羊加さん
○第 3 部 交流会
【対象者】 新規就職者
【料 金】 上野商工会議所・伊賀市
商工会・電信電話ユーザ協会のい
ず れ か の 会 員 5,000 円、 非 会 員
10,000 円
※昼食代・交流会・テキスト代を含む。
【申込方法】 上野商工会議所のホー
ムページから申込書をダウンロード
し、ファックス・持参のいずれかで
提出いただくか、電話でお申し込み
ください。
【申込期限】 ３月 20 日㈬
【申込先・問い合わせ】
上野商工会議所
☎ 21-0527 FAX 24-3857
【担当課】 商工労働課

募集

介護保険訪問調査業務嘱託員

【募集人数】 1 人
【応募資格】 パソコン操作ができ、
普通自動車運転免許証を所持し、次
のいずれかに該当する 65 歳未満の人
①介護支援専門員の資格がある人
②介護支援専門員の受験資格がある人
※介護サービス事業所などと兼務は
できません。
【報 酬】 ①月額 21 万円以内
②月額 20 万円以内
【勤務内容】 市内や近隣市町の高齢
者宅や施設などを公用車で訪問、認
定調査を行い、調査内容をパソコン
入力し、調査票を作成する。（採用
後４カ月は研修期間）
【勤務形態】 午前８時 30 分～午後
５時 15 分 週４日
【選考方法】 面接・パソコン操作
※応募はハローワークを通して行っ
てください。雇用期間・面接日・
応募期限などの詳細は、ハロー
ワークの求人票を確認するかお問
い合わせください。
【問い合わせ】
介護高齢福祉課
☎ 26-3941 FAX 26-3950

募集

木工教室

【と き】 3 月 23 日㈯
午前 10 時～正午
募集 たのしいリズム体操
【ところ】 大山田公民館 研修室
【内 容】 カット
【と き】 3 月 20 日㈬
された木材に釘を
午前 10 時～ 11 時
打ちつけて便利な
【ところ】 大山田公民館 研修室
ペン立て付き収納
【内 容】 リズム運動とストレッチ
箱を作ります。
体操を体験してみませんか。
講師：三重県建設労働組合上野支
講師：秋山 稔美さん
重住 亞也さん
部会員
【対象者】 市内在住の０歳～未就園 【対象者】 市内在住・在勤の人
児と保護者
※小学生以下は保護者同伴
【持ち物】 飲み物・タオル
【持ち物】 軍手（必要な人）
※動きやすい服装でお越しください。 ※作業しやすい服装でお越しください。
【定 員】 15 組 ※先着順
【定 員】 20 人 ※先着順
【申込方法】 住所・氏名・電話番号 【申込方法】 住所・氏名・電話番号
を電話・ファックス・E メールのい
を電話・ファックス・E メールのい
ずれかでお伝えください。
ずれかでお伝えください。
【申込期間】 3 月 8 日㈮～ 19 日㈫ 【申込期間】 3 月 8 日㈮～ 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
【申込先・問い合わせ】
大山田公民館
大山田公民館
☎ 46-0130 FAX 46-0131
☎ 46-0130 FAX 46-0131
ooyamada-cc@city.iga.lg.jp
ooyamada-cc@city.iga.lg.jp
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