
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　市営住宅の管理について、幅広い
視点から現状を把握し、課題の抽出
を行ない、改善のための方策を見い
出すため、ご意見をいただく委員を
募集します。
【募集人数】
　２人（うち１人は市営住宅入居者）
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住の満 20歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】
　年間２～３回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　委員委嘱の日から令和４年３月
31日まで
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　応募動機を 800 字以
内にまとめ、住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号を記入の
上、下記まで。
【選考方法】
　作文審査
※選考結果は応募者全員に通知し
ます。

※提出書類は返却しません。
【応募期限】
　９月 25日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　住宅課
　☎ 22-9737　℻   22-9736
　 jutaku@city.iga.lg.jp

市営住宅あり方検討委員会
委員の募集

【募集内容】
　伊賀市で国体が開催されることが
イメージでき、市内外に PR する内
容を表現したもの。
【応募作品の条件】
○四つ切り画用紙を縦方向で使用。
○画材は自由。（絵の具、クレヨン
など）
※大会名称・スローガンの文字は入
れない。

【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【提出締切】
　令和３年１月 12日㈫必着
【募集部門】
①小学生低学年の部
②小学生高学年の部
③中学生の部
④高校生・一般の部
【賞及び賞品】
　部門ごとに審査し、入賞者を決定
します。
○最優秀賞（各部門１点）：賞状・
賞品（図書カード 5,000 円分）・
記念品
○優秀賞（各部門２点）：賞状・賞
品（図書カード 3,000 円分）・記
念品

【応募方法】
　応募用紙に必要事項を記入の上、
持参または郵送で下記まで。
※応募作品は、折り曲げたり、丸め
たりせずに提出してください。
※詳しくは、市実行委員会ホーム
ページをご覧ください。

【応募先・問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員会
　（国体推進課内）
　☎ 43-9100　℻  43-9102

三重とこわか国体
伊賀市 PRポスターの募集

　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で、未利
用間伐材の収集運搬に対し補助金を
交付します。
【補助金の額】
　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」に登録し、未利用
間伐材の搬出重量を証明する書類と
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。
　必要書類など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
【申請期限】
○４月１日～９月 30日の搬出分：
　10月８日㈭
○７月１日～12月31日の搬出分：
　令和３年１月７日㈭
○ 10 月１日～令和３年２月 28日
　の搬出分：令和３年３月５日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9712　℻   22-9715

　（公財）B&G財団では、障がいのあ
る人も身近な地域で日常的にスポー
ツを楽しめる機会が増えるよう、海
洋センターにパラスポーツ器材の
配備や軽微な改修などを行ってい
ます。
　大山田 B&G海洋センターでは、
この助成を受けて、「ボッチャ」の
購入と、更衣室、シャワールーム、
腰洗い槽の段差解消改修工事を行い
ました。
　ぜひご利用ください。
　

【問い合わせ】
○スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551　℻  46-1190

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

B&G財団助成事業

　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。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　11月 16日㈪～ 29日㈰
【種　目】
○伊賀忍者回廊フルマラソン
　（42.195km）
○伊賀忍者早駆けハーフマラソン
　（21.0975km）
【参加資格】
　お持ちのスマートフォンにGPS
ランニングアプリ「T

タ ッ タ

ATTA」がダ
ウンロードされていること。
【内　容】
　「TATTA」を使い、開催期間中
に参加種目の距離以上を走ることで
完走となります。
　走る場所は自由で、複数回に分け
て走ることもできます。
【募集人数】
　全参加コース合計 2,222 人
【料　金】
○忍法皆伝コース（参加賞）

先着 1,922 人　3,000 円
○秘蔵の国回廊コース（参加賞・御
朱印帳セット）

先着 100人　4,500 円
○心技体の源コース（参加賞、牛
or 米 or 酒）

　先着各 50人　計 150人
15,000 円

○天地人の理を制するコース（参加
賞、GPS 付きスポーツウォッチ、
伊賀組紐バンド）

先着 50人　35,000 円
【申込方法】
　インターネットサイト「R

ラ ン ネ ッ ト
UNNET」

から申し込む。
※申し込みはインターネットからの
エントリーのみです。

【申込期限】
　９月 30日㈬　午後 11時 59分
【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635
　℻  22-9694

　日曜日の昼下がりに素敵な音楽を
聴きにお越しください。
【とき・内容】
○９月 27日㈰
　ギターやフルートなどによる
フォークソング・歌謡曲など
出演：藤田　宣江さん、岡　雅子
さん、川村　剛司さん
○ 12 月６日㈰
　リコーダー合奏による唱歌・歌
謡曲など
出演：リコーダーサークル「紙飛
行機」
※いずれも午後２時～（30分程度）
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

―穐
あき
月
づき
明の収集古物を紐解く―

　故穐月明さんの水墨画作品や、収
集した古美術などを展示します。
【と　き】
　９月 11日㈮～ 12月 20日㈰
　午前 10時～午後４時 30分
　（火曜休館）
【ところ】
　伊賀市　ミュージアム青山讃頌舎
【観覧料】
　300円（高校生以下無料）
【講　演】
　10月３日㈯（会場：青山ホール）
○演題：穐月明コレクションを紐解く
○講師：（一財）東洋文化資料館靑山 
　讃頌舎　理事長　穐月　大介さん
【関連イベント】
○野点　「紅葉狩り」
11月14日㈯・21日㈯・22日㈰
　会場：茶室「聴樹庵」
○呈茶　「穐月明の茶室」
12 月 5日㈯・6日㈰・12日㈯・
13日㈰
　会場：茶室「聴樹庵」
○昼下がりのコンサート
　10月 24日㈯
　会場：展示室中庭
　出演：花垣　亮志さん
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【と　き】　10月 10日㈯
　午後１時 30分～ 3時 15分
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　5階　多目的大研修室
【内　容】
○演題：伊賀上野の城下町と成瀬平
　馬家長屋門
○講師：三重大学名誉教授
　菅原　洋一さん
　講演会のほか、午後２時 30分か
ら４時 30分まで成瀬平馬家長屋門
を自由に見学できます。
【定　員】　50人程度
【申込方法】　電話で下記まで。
※成瀬平馬家長屋門の見学のみの場
合は申込不要です。

【申込期間】
　９月７日㈪～ 10月９日㈮
【申込先・問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628

昼下がりのミニコンサート

ミュージアム青
あお

山
やま

讃
うたのいえ

頌舎
企画展「美の視点」

成瀬平馬家長屋門
工事完成記念講演会

2020忍者の里
伊賀上野シティマラソン
オンライン変わり身の術編

『薬師寺東塔』　穐月　明
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　市営住宅の管理について、幅広い
視点から現状を把握し、課題の抽出
を行ない、改善のための方策を見い
出すため、ご意見をいただく委員を
募集します。
【募集人数】
　２人（うち１人は市営住宅入居者）
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住の満 20歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】
　年間２～３回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　委員委嘱の日から令和４年３月
31日まで
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　応募動機を 800 字以
内にまとめ、住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号を記入の
上、下記まで。
【選考方法】
　作文審査
※選考結果は応募者全員に通知し
ます。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】
　９月 25日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　住宅課
　☎ 22-9737　℻   22-9736
　 jutaku@city.iga.lg.jp

市営住宅あり方検討委員会
委員の募集

【募集内容】
　伊賀市で国体が開催されることが
イメージでき、市内外に PR する内
容を表現したもの。
【応募作品の条件】
○四つ切り画用紙を縦方向で使用。
○画材は自由。（絵の具、クレヨン
など）
※大会名称・スローガンの文字は入
れない。

【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【提出締切】
　令和３年１月 12日㈫必着
【募集部門】
①小学生低学年の部
②小学生高学年の部
③中学生の部
④高校生・一般の部
【賞及び賞品】
　部門ごとに審査し、入賞者を決定
します。
○最優秀賞（各部門１点）：賞状・
賞品（図書カード 5,000 円分）・
記念品
○優秀賞（各部門２点）：賞状・賞
品（図書カード 3,000 円分）・記
念品

【応募方法】
　応募用紙に必要事項を記入の上、
持参または郵送で下記まで。
※応募作品は、折り曲げたり、丸め
たりせずに提出してください。
※詳しくは、市実行委員会ホーム
ページをご覧ください。

【応募先・問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員会
　（国体推進課内）
　☎ 43-9100　℻  43-9102

三重とこわか国体
伊賀市 PRポスターの募集

　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で、未利
用間伐材の収集運搬に対し補助金を
交付します。
【補助金の額】
　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」に登録し、未利用
間伐材の搬出重量を証明する書類と
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。
　必要書類など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
【申請期限】
○４月１日～９月 30日の搬出分：
　10月８日㈭
○７月１日～12月31日の搬出分：
　令和３年１月７日㈭
○ 10 月１日～令和３年２月 28日
　の搬出分：令和３年３月５日㈮
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9712　℻   22-9715

　（公財）B&G財団では、障がいのあ
る人も身近な地域で日常的にスポー
ツを楽しめる機会が増えるよう、海
洋センターにパラスポーツ器材の
配備や軽微な改修などを行ってい
ます。
　大山田 B&G海洋センターでは、
この助成を受けて、「ボッチャ」の
購入と、更衣室、シャワールーム、
腰洗い槽の段差解消改修工事を行い
ました。
　ぜひご利用ください。
　

【問い合わせ】
○スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551　℻  46-1190

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

B&G財団助成事業

　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。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　11月 16日㈪～ 29日㈰
【種　目】
○伊賀忍者回廊フルマラソン
　（42.195km）
○伊賀忍者早駆けハーフマラソン
　（21.0975km）
【参加資格】
　お持ちのスマートフォンにGPS
ランニングアプリ「T

タ ッ タ

ATTA」がダ
ウンロードされていること。
【内　容】
　「TATTA」を使い、開催期間中
に参加種目の距離以上を走ることで
完走となります。
　走る場所は自由で、複数回に分け
て走ることもできます。
【募集人数】
　全参加コース合計 2,222 人
【料　金】
○忍法皆伝コース（参加賞）

先着 1,922 人　3,000 円
○秘蔵の国回廊コース（参加賞・御
朱印帳セット）

先着 100人　4,500 円
○心技体の源コース（参加賞、牛
or 米 or 酒）

　先着各 50人　計 150人
15,000 円

○天地人の理を制するコース（参加
賞、GPS 付きスポーツウォッチ、
伊賀組紐バンド）

先着 50人　35,000 円
【申込方法】
　インターネットサイト「R

ラ ン ネ ッ ト
UNNET」

から申し込む。
※申し込みはインターネットからの
エントリーのみです。

【申込期限】
　９月 30日㈬　午後 11時 59分
【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635
　℻  22-9694

　日曜日の昼下がりに素敵な音楽を
聴きにお越しください。
【とき・内容】
○９月 27日㈰
　ギターやフルートなどによる
フォークソング・歌謡曲など
出演：藤田　宣江さん、岡　雅子
さん、川村　剛司さん

○ 12 月６日㈰
　リコーダー合奏による唱歌・歌
謡曲など
出演：リコーダーサークル「紙飛
行機」

※いずれも午後２時～（30分程度）
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

―穐
あき
月
づき
明の収集古物を紐解く―

　故穐月明さんの水墨画作品や、収
集した古美術などを展示します。
【と　き】
　９月 11日㈮～ 12月 20日㈰
　午前 10時～午後４時 30分
　（火曜休館）
【ところ】
　伊賀市　ミュージアム青山讃頌舎
【観覧料】
　300円（高校生以下無料）
【講　演】
　10月３日㈯（会場：青山ホール）
○演題：穐月明コレクションを紐解く
○講師：（一財）東洋文化資料館靑山 
　讃頌舎　理事長　穐月　大介さん
【関連イベント】
○野点　「紅葉狩り」
11月14日㈯・21日㈯・22日㈰

　会場：茶室「聴樹庵」
○呈茶　「穐月明の茶室」
12 月 5日㈯・6日㈰・12日㈯・
13日㈰

　会場：茶室「聴樹庵」
○昼下がりのコンサート
　10月 24日㈯
　会場：展示室中庭
　出演：花垣　亮志さん
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【と　き】　10月 10日㈯
　午後１時 30分～ 3時 15分
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　5階　多目的大研修室
【内　容】
○演題：伊賀上野の城下町と成瀬平
　馬家長屋門
○講師：三重大学名誉教授
　菅原　洋一さん
　講演会のほか、午後２時 30分か
ら４時 30分まで成瀬平馬家長屋門
を自由に見学できます。
【定　員】　50人程度
【申込方法】　電話で下記まで。
※成瀬平馬家長屋門の見学のみの場
合は申込不要です。

【申込期間】
　９月７日㈪～ 10月９日㈮
【申込先・問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628

昼下がりのミニコンサート

ミュージアム青
あお

山
やま
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頌舎
企画展「美の視点」

成瀬平馬家長屋門
工事完成記念講演会

2020忍者の里
伊賀上野シティマラソン
オンライン変わり身の術編

『薬師寺東塔』　穐月　明

31 2020.9
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