
※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。

　森林管理を進めるため、みえ森と
緑の県民税市町交付金事業を活用し
て、未利用間伐材の収集運搬に対し
補助金を交付します。

【補助金額】

　市内の一定の条件を満たした場所
への搬出重量１トン当たり 2,500 円

【申請方法】

　「発電利用に供する木質バイオマ
ス証明材取扱者の登録」を行った上
で、未利用間伐材の搬出重量を証明
する書類、搬出状況の写真など必要
な書類を添えて郵送または持参して
ください。
※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。
【申請期限】

○４月１日から９月 30 日までの搬
出分：10 月８日㈫

○７月１日から 12 月 31 日までの
搬出分：令和２年１月７日㈫

○ 10 月１日か２月 29 日までの搬
出分：令和２年３月６日㈮

【申込先・問い合わせ】

　農林振興課
　☎ 22-9712　℻   22-9715

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

募集

【と　き】　11 月 16 日㈯
○乙種 4 類：午前 10 時～正午・
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
○丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分

【ところ】

　伊賀市勤労者福祉会館
【申込方法】

　消防本部・各消防署・各分署にあ
る願書に必要事項を記入の上、郵送
してください。（一財）消防
試験研究センターのホー
ムページからも申し込み
ができます。
※詳しくは願書をご覧ください。

【申込受付期間】

○郵送：９月 10 日㈫～ 20 日㈮
※消印有効
○ホームページ：９月７日㈯　午前

９時～ 17 日㈫　午後 5 時
【申込先・問い合わせ】

　（一財）消防試験研究センター三重県支部
　☎ 059-226-8930

◆予備講習会

　危険物に関する基礎知識や法令に
ついての講習です。

【と　き】

　10 月 17 日㈭
【ところ】

　消防本部　3 階研修室
【対象者】

　乙種４類受験者
【料　金】

　1,000 円（防火協会会員は無料）
【定　員】　80 人　※先着順
【申込方法】　消防本部予防課までお
越しください。

【申込期間】

　９月 17 日㈫～ 10 月４日㈮
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】

　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻   24-9111

後期危険物取扱者試験募集

　　
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　℻   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。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

【と　き】
　10 月 12 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】
　伊賀市環境センター　体験研修室

【内　容】

　商品の容器包装に関するゲームを
します。
講師：三重県環境学習情報センター

職員
【対象者】

　市内在住・在勤の人
【定　員】

　20 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】

　９月９日㈪～ 30 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】

　環境政策課
　☎ 20-9105　℻   20-9107

【募集種目】

○防衛大学校生
○防衛医科大学校医学科学生
○防衛医科大学校看護学科学生

【応募資格】

　高卒（見込）者または高専３年次
修了（見込）者で 18 歳以上 21 歳
未満の人

【申込期間】

　９月５日㈭～ 30 日㈪

　試験日、試験場、試験
種目など詳しくはお問い
合わせいただくか、自衛
隊三重地方協力本部ホー
ムページをご覧ください。
※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】

　自衛隊三重地方協力本部
　伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

【担当課】

　総務課

防衛大学校生をめざしませんか募集

環境セミナー参加者募集

　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（上野支所を

除く。）・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。

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」

「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　℻   22-9662

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

 上野天神祭ダンジリ行事は、祭り
の担い手不足に加えて、来場者の安
全を守るための費用は年々増加し、
厳しい運営が続いています。
　400 年続く上野天神祭の歴史を、
次世代に継承していくために、ぜひ
市民の皆さんの協力をお願いします。

【募集期限】

　10 月 15 日㈫　午後 11 時 まで
※インターネットを通じて出資する

システムです。
クラウドファンディング
サイト：
https://readyfor.jp/
projects/iga-tenjin2019 
※インターネット以外の方法につい

てはお問い合わせください。
【目標金額】　70 万円 
※期間内に目標金額に達しない場合、

出資金は支援者へ返金されます。
【目　的】　令和元年度上野天神祭ダ
ンジリ行事に係る運営費

【出資額】　3,000 円～ 
　金額に応じて、伊賀の名産品や上
野天神祭特別観覧チケットをお届け
します。

【問い合わせ】

○上野天神祭地域振興実行委員会　
　☎ 21-0527
○文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619

　文化財修理大工の説明を聞きなが
ら、親子で歩いてだんじり見学をし
ます。また、縫わずにできるエコバッ
グ作りに挑戦します。なお、だんじ
り見学のみの参加もできます。

【と　き】　10 月 19 日㈯
　午前９時～ 11 時 30 分

【ところ】

　ハイトピア伊賀　５階学習室２
【対象者】

○市内の小学生とその保護者
○中学生以上　※だんじり見学のみ

【定　員】
○だんじり見学とエコバッグ作り　

15 組
○だんじり見学のみ　30 人
※定員を超えた場合は抽選で決定

し、申込者に郵送またはメールで
通知します。

【申込方法】
　電話または市ホームページから申
し込むか、上野公民館にある申込書
に記入の上、ファックス、郵送、持
参のいずれかで申し込んでください。

【申込期間】

　９月 10 日㈫～ 30 日㈪
　午前９時～午後５時

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　５階
　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692
※土・日曜日、祝日は生涯学習セン

ター（☎ 22-9801）

【と　き】

　10 月８日㈫　午後７時～９時
【ところ】

　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム

【内　容】

　健康で自分らしく働き続けるため
に、ストレスとの上手な付き合い方
や対処法を学びます。
○演題：ストレスに効くセルフケア
　～健康で働き続けるために～
○講師：臨床心理士　伊藤　厚子さん

【対象者】

　市内在住・在勤の女性
【定　員】

　20 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話
番号を下記までお伝
えください。

【申込受付開始日】

　９月９日㈪
【申込先・問い合わせ】

　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻   22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【と　き】

　10 月 29 日㈫　午後７時～９時
【ところ】

　ハイトピア伊賀　4 階多目的室
【内　容】

　仕事や地域活動などに役立つ情報
の集め方と活かし方、上手な web
活用術、情報の読み解き方などを
テーマにした講座です。
○演題：役立つ情報の集め方・活かし方
○講師：大阪大谷大学文学部教授
　　　　木下　みゆきさん

【対象者】

　市内在住・在勤の女性
【定　員】

　30 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話番号を下記まで
お伝えください。

【申込受付開始日】

　９月９日㈪
【申込先・問い合わせ】

　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻   22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

親子で歩こう！ だんじりを
見学しよう！ 天神祭２０１９

募集

女性のエンパワメント講座募集

女性のための
ストレス対処セミナー

募集上野天神祭
クラウドファンディング

募集

　　

※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/

広報いが市PDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」
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