
※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。

　東京都内で「伊賀」にまつわるイ
ベントを集中的に開催し、「忍者の聖
地　伊賀」を PR します。関東在住
のお知り合いの人にご案内ください。

【と　き】

　11 月 15 日㈮～ 24 日㈰
【ところ】

　東京都内
※会場はイベントごとに異なります。

【イベント内容】

○伊賀上野 NINJA フェスタ㏌ 上野
恩賜公園

○江戸忍者百人衆
○伊賀流忍者バル
○まちづくりラウンドテーブル「集

え！ IGABITO」　など
※詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください。
【問い合わせ】

　観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

【応募資格】

　中卒（見込含）で 17 歳未満の男性
【応募期限】

　令和 2 年 1 月 6 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、インター
ネットで自衛隊三重を
検索してください。

【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

「子の春展」絵馬募集 ダンスフィットネス教室募集

陸上自衛隊
高等工科学校　生徒

募集

　令和２年１月５日
㈰から８日㈬まで開
催する「子の春展」
に展示する絵馬を募
集します。
　上野公民館で用意する板を使っ
て、新年の干支（子）にちなんだ絵
馬を作成してください。

【対象者】

　市内在住・在勤・在学の高校生以
上の人

【応募方法】

　作った絵馬を持参してください。
出品点数：１人１点
※自作に限ります。
※板は 30 人分用意しますので、上

野公民館まで取りに来てください。
【応募期限】

　12 月６日㈮
※作品は返却しません。

【応募先・問い合わせ】

　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

【勤務内容】

①給与支払報告書の確認作業や一般
事務補助

②申告会場の端末入力作業や一般事
務補助

【勤務期間】

①令和２年１月７日㈫～３月 31日㈫
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
②令和２年１月 31日㈮～３月５日㈭

のうち 17 日間
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※いずれも土・日曜日、祝日を除く。

【勤務場所】　課税課
【募集人数】

① 5 人　② 3 人
【賃　金】

　6,820 円／日
※距離に応じて交通費支給あり

【応募方法】

　履歴書を持参または郵送で提出し
てください。

【選考方法】

　面接
【応募期限】

　11 月 22 日㈮　午後５時 15 分
※郵送の場合は、当日消印有効

【応募先・問い合わせ】

　課税課
　☎ 22-9613　℻  22-9618

課税課臨時職員募集

【と　き】

　12 月 21 日㈯、令和２年１月 18
日㈯、２月 15 日㈯、３月７日㈯
　すべて午後２時～３時（全４回）

【ところ】

　ハイトピア伊賀　５階
　多目的大研修室

【内　容】

　運動が苦手な人やこれまでレッス
ンに参加したことがない人でも、楽
しみながら運動できる教室です。こ
の教室をきっかけに運動を習慣づけ
ませんか。
講師：健康管理士一般指導員
　　　田畑　直美さん

【対象者】

　小学生以上
　※小学生は保護者同伴

【定　員】

　60 人
※定員を超える場合は抽選し、結果

を申込者全員に郵送またはメール
で通知します。

※抽選は 12 月３日㈫　午前 10 時か
らハイトピア伊賀５階で行います。

【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、下記まで申し込んでく
ださい。

【申込期限】

　11 月 29 日㈮　午後５時
【申込先・問い合わせ】

　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

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

　お正月に家庭に飾る寄せ植えを作
ります。

【と　き】

　12 月 11 日㈬
　午後２時～３時 30 分

【ところ】

　伊賀市シルバーワークプラザ　２階
　（西明寺 2782 番地の 92)

【対象者】

　市内在住の 60 歳以上の人
【料　金】

　1,500 円（材料費）
【定　員】

　25 人
※応募者多数の場合は、抽選とします。

【申込方法】

　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記までお伝えください。

【申込期間】

　11 月６日㈬～ 25 日㈪
【申込先・問い合わせ】

　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻   23-2040

【担当課】　商工労働課

　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた推薦入試地域枠Ｂ
の出願は、市長の推薦を受けること
が要件となります。

【推薦要件】

　次のすべてを満たす人
○三重大学の推薦要件を満たすこと
○扶養義務者が市内に３年以上居住

していること
○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約が

できること
※詳しくはお問い合わせいただくか、

市ホームページ・三重大学推薦入
試学生募集要項をご覧ください。

【選考方法】　面接
【面接日時】

　11 月 26 日㈫　午後３時～
【提出書類】

　学校長の推薦依頼書・確約書など
【申込方法】

　学校を通じて申し込んでください。
【申込期間】

　11 月１日㈮～ 15 日㈮　※必着
【申込先・問い合わせ】

　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

【と　き】

　11 月 19 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】

　離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食

【定　員】

　20 人　※先着順
【持ち物】

　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど

【申込方法】

　住所・参加する保護者と子どもの
氏名・生年月日・電話番号・託児希
望の有無を下記までお伝えください。

【申込受付開始日】

　11 月５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
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

お正月用寄せ植え教室募集

【と　き】

　12 月 13 日㈮　午後２時～４時
【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】

　世界トップレベルと言われる男女
平等の国・フィンランドの暮らしを
紹介します。社会制度、家族や夫婦
のあり方など、日本とは違った視点
から、男女平等に向けた取り組みを
学びませんか。
○演題：海外からジェンダーを考える
○講師：元非営利団体フィンランド
　　　　難民支援職員
　　　　亀谷　優子さん

【対象者】

　市内在住・在勤の人
【定　員】

　40 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】

　11 月８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

令和２年度三重大学医学部医学科
推薦入試地域枠Ｂの市長推薦

募集

「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
づきやすくなる「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　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

離乳食教室募集 男女一緒に気づいて広がる
発見講座　フィンランド編

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

　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」

21 広報いが市 2019 年（令和元年） 11 月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し


