
　市道佐那具千歳線は、国道 25 号
と国道 163 号を結ぶアクセス道路
として、平成 18 年度に道路改良事
業に着手し、今年度に事業を完了し
ます。
　開通は、10 月 21 日㈪で、一般

車両は開通式終了後から通行でき
ます。

【問い合わせ】　道路河川課
　☎ 22-9725　℻   22-9724

　 市 役 所 本 庁
舎 前 の 交 差 点
で 実 施 し ま し
た、ラウンドア
バウト試行運用
で得られた調査結果を報告します。

【と　き】

　10 月５日㈯
　午後２時～３時
　（受付：午後１時 30 分～）

【ところ】

　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
　（四十九町 2802 番地）

【内　容】

○試行運用の効果・課題
○他県でのラウンドアバウトの導入

事例など
【問い合わせ】

　三重県県土整備部道路企画課
　☎ 059-224-2739

【担当課】　企画管理課

※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。

　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】

　10 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）

【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

【と　き】

　10 月８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　℻   22-9666

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と　き】
　10 月 12 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀 3 階

【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前 9 時～午後 4 時）
※土・日曜日、祝日を除く。

【担当課】　課税課

税理士相談会催し

いが　オレンジカフェ催し

離乳食教室催し

　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
まずにお話しませんか。

【と　き】　10 月３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】

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

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解してい
ただくため、相談会を実施します。

【と　き】　10 月１日㈫
　午前９時 30 分～正午

【ところ】

　本庁舎　２階会議室 201
【内　容】

　地価・地代・家賃・土地利用につ
いての相談
　詳しくは、三重県不動産鑑定士協
会へ直接お問い合わせください。

【相談員】

　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士

【問い合わせ】

　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

【担当課】　都市計画課

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

ラウンドアバウト
試行運用調査結果報告会

催し

土地無料相談会催し

市道佐那具千歳線開通
お知
らせ

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

【と　き】

　10 月 12 日㈯～ 14 日（月・祝）
※イベントごとの開催時間は、市

ホームページをご覧ください。
【ところ】　忍者市（上野市）駅周辺
【内　容】　街中に多くの行灯が並べ
られ、普段とは違った夜の城下町歩
きが楽しめます。
○温かい灯りの作品と美しい生け花

が彩る「灯りと華のプロムナード」
○伊賀の食材を味わえるお店や学び

の体験
○足湯につかりながら地酒を楽しめ

る「食と学びの天神さん」
○和傘灯りの設置、コンサートや縁

日　など
　伊賀牛など豪華商品が貰えるフォ
トコンテストも開催します。
　また、10 月 11 日㈮から 20 日
㈰まで城下町エリア 25 店舗でお得
なオリジナルメニューが楽しめる

「城下町バル」を開催します。
【問い合わせ】

　伊賀上野灯りの城下町実施委員会
　（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527

【担当課】　商工労働課

【と　き】

　10 月 6 日㈰
　午前 10 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】

　基地を開放して装備品などの展示
を予定しています。
　詳しい内容は、笠取
山分屯基地ホームペー
ジをご覧ください。

【問い合わせ】

　航空自衛隊 笠取山分屯基地
　☎ 059-252-1155

【担当課】　総務課

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、体験・実践型の交通安全研
修「パーク＆バスライド シニアラー
ニング」を開催します。研修会場へ
は市が送迎します。

【と　き】　12 月５日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分（予定）

【ところ】

　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566 番地）

【集合場所・時間】

　市営城北駐車場　正午
※昼食はお済ませください。

【対象者】　市内在住の 65 歳以上で
車を運転する人

【定　員】

　16 人　※先着順
【申込方法】

　氏名・住所・年齢・電話番号を電
話または来庁してお伝えください。

【申込期間】

　９月 24 日㈫～ 10 月 23 日㈬の
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】

　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

　三重県が運用するマッチングサイ
トへ求人情報を掲載したい法人を募
集します。このサイトに登録された
情報は、大手民間求人サイトにも掲
載され、高い宣伝効果が期待できま
す。掲載は無料です。

【法人の要件】

○労働力不足が深刻な分野（製造業、
サービス業、農林水産業、観光関
連産業、建設、運輸、医療・福祉・
介護など）の法人

○本社所在地が東京圏以外の地域ま
たは条件不利地域にある法人

○雇用保険の適用事業主であること
○資本金 10 億円以上の法人でない

こと。また、みなし大企業でない
こと　など

【求人の要件】

　週 20 時間以上の無期雇用で就業
地が三重県内であること

【申込方法】

　申請書に必要書類を添付の上、下
記まで郵送してください。

【申込先・問い合わせ】

　〒 514-8570
　津市広明町 13 番地
　三重県雇用経済部雇用対策課
　☎ 059-224-2465

【担当課】　商工労働課

　庭木づくりに対する関心と、樹木
への親しみを深めていただくために
講習会を開催します。

【と　き】　10 月２日㈬
　午前 10 時～午後３時
※雨天時は10月９日㈬に延期します。

【ところ】　上野公園内
　集合：芭蕉翁記念館前

【内　容】

　庭木などの整枝剪定作業の実習
【講　師】

　市内造園事業者
【持ち物】

　弁当・水筒・剪定用具（木バサミ・
剪定バサミ・刈込みバサミなど）

【申込方法】　電話・ファックス
※ファックスの場合は、住所・氏名・

電話番号を記載してください。
【申込期限】

　９月 27 日㈮　午後５時 15 分
【申込先・問い合わせ】

　都市計画課
　☎ 22-9731　℻   22-9734

求人を行う法人を募集します募集第２回高齢ドライバー
交通安全研修

募集

庭木の整枝剪定講習会募集

伊賀上野　灯りの城下町催し

笠取山分屯基地
オープンベース

催し

「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

【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」

２次元コード　

▲

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
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