
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　遺言の書き方、相続に関する疑問
や困りごと、後々のトラブル防止な
ど、遺言と相続に関する問題全般に
ついて、弁護士が無料で電話相談に
応じます。
【と　き】　４月 15日㈭
　午前 10時～午後４時
【相談ダイヤル】
　☎ 059-228-3143
【問い合わせ】
　三重県弁護士会事務局
　☎ 059-228-2232

【と　き】
　５月 15日㈯・29日㈯
　６月 19日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　（津市桜橋 2-131）
【内　容】
○視覚障がいについて
○視覚障がい者とボランティア
○点訳の基礎知識、実技
【対象者】
　全日程に参加できる県内在住の
18 歳以上の人で、７月から 11 月
の土曜日に開催する点訳奉仕者中級
養成講習会（10日間）に参加でき
る人
【募集人数】　20人
※応募多数の場合は、申込書などを
参考に選考。

【料　金】
　テキスト代 1,540 円（事前購入）、
点字器代 1,980 円
【申込方法】
　三重県視覚障害者支援セ
ンターホームページをご覧
ください。
【申込期限】　４月 16日㈮
【申込先・問い合わせ】
　三重県視覚障害者支援センター
　☎ 059-213-7300
　℻  059-228-8425
　 mieten@zc.ztv.ne.jp 
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

遺言相続無料電話相談会

点訳奉仕者養成講習会

【と　き】
　５月９日㈰　午前９時 30分～
【ところ】　高尾地内
【対象者】　３歳以上小学生以下の子
どもと保護者
【料　金】　500円
【定　員】　先着 30人
【申込方法】
　住所 ･氏名 ･年齢 ･電話番号を下
記まで｡
【申込開始日】
　４月 7日㈬　午前８時 30分～
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

あおやまキャラバン先生
と一緒に田植え体験

【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住または在勤で満 20歳以
上の人

○市議会議員または市職員でない人
【開催回数】　年１回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　７月 27日～令和５年７月 26日
【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（様式は
自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号
を明記の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査・面接
※委員の男女構成比率などを総合的
に考慮して決定します。

【応募期限】
　５月 14日㈮　午後５時　※必着
【応募先・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

伊賀市男女共同参画審議会
委員募集

　認定農業者は、農業経営の改善を
行うための「農業経営改善計画」を
作成・提出し、市に認定された人の
ことです。計画を作ることで現在の
経営状況を見つめなおすことがで
き、認定後は各種補助や融資を受け
ることができます。
【主な支援】
　経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ
対策）の交付対象、農業経営基盤強
化資金の融資の支援措置など
【申込方法】
　農林振興課にある農業経営改善計
画を作成し提出してください。
　様式は市ホームページからもダウ
ンロードできます。
　提出は随時受け付けますが、認定
は四半期ごとに行います。
　認定時期など詳しくは市ホーム
ページをご確認ください。
【申込先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

認定農業者になりませんか

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

　　

※右の２次元コードを読み
込んでアクセスできます。

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　Z
ズ ー ム

oomを活用した企業説明会で、
４日間で伊賀市、名張市、周辺地域
の企業 30 社以上が参加予定です。
１社 25分で、会社説明と質疑が行
われます。
　申込方法、参加企業や日程など、
詳しくは上野商工会議所ホームペー
ジをご覧ください。
【と　き】
　４月 21日㈬～ 24日㈯
【対象者】
　令和４年春卒業予定の大学生・短
大生・専門学校生、未就職者など
【申込期間】
　説明を聞きたい企業の説明日の前
日まで
【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】　６月６日㈰
○乙種４類　午前・午後
○丙種　午前
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【申込方法・申込期間】
○郵送の場合
　消防本部・各分署にある願書に必
要事項を記入の上、郵送。
　４月８日㈭～ 19日㈪※消印有効
○インターネットの場合
　（一財）消防試験研究センターホーム
ページから申し込んでください。
　4月５日㈪　午前９時～ 16日㈮
　午後５時
※詳しくは願書をご確認ください。
【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

【と　き】　５月 14日㈮
　午前９時 20分～午後５時
【ところ】　消防本部 ３階研修室
【対象者】　危険物取扱者試験（乙種
４類）受験者
【料　金】
○予備講習授業料　1,000 円
※防火協会員は無料
○教科書・問題集　各 1,000 円
※防火協会員は半額
※教科書・問題集をお持ちの場合は、
購入不要。

【定　員】　先着 40人
【申込方法】　消防本部予防課までお
越しください。
【申込期間】
　４月 21日㈬～５月７日㈮
　午前８時～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

前期危険物取扱者試験
（乙種４類・丙種）

前期危険物取扱者試験
予備講習会

伊賀市・名張市ウェブ版
合同企業説明会

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

　上野図書館は、「学び、創造、憩
いの広場」となる交流型図書館をめ
ざしています。図書館のあり方を一
緒に考え、創りませんか。
【とき・内容】
○第１回：４月 10日㈯
　「そもそも図書館って、どんな場
所？」
○第２回：４月 24日㈯
　「まちづくりに活かせる図書館を
考えてみよう！」
○第３回：５月８日㈯
　「伊賀市の未来を創造しよう！新
しい図書館」
※時間はいずれも午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【定　員】　各回先着 40人
【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、下
記まで。申込書は、上野図書館、各
図書館にあるほか、市ホームページ
からダウンロードできます。
【申込期限】　４月９日㈮　正午
【申込先・問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999
　  ueno-tosho@city.iga.lg.jp

伊賀市の未来を創造する
図書館ワークショップ

【と　き】
※次のいずれかを受講。
○６月 26日㈯　午前９時～
○７月 11日㈰　午前９時～
【ところ】　メッセウイング・みえ
　２階大研修室
　（津市北河路町 19-1）
【定　員】　各回先着 100人
【料　金】
○１種類 13,000 円
○２種類以上 16,000 円
※三重県猟友会会員は、いずれも
5,000 円

【申込方法】
　申込用紙に必要事項を記入の上、
受講料を添えて下記まで持参または
郵送（現金書留）。
※申込用紙は三重県猟友会ホーム
ページにあります。

【申込先・問い合わせ】
　（一社）三重県猟友会
　☎ 059-228-0923　
　℻  059-228-0988
【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（農林振興課）
　☎ 22-9714　℻  22-9715

初心者狩猟免許取得
予備講習会

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】
　広聴広報課
　☎ 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！

　　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
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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。

　遺言の書き方、相続に関する疑問
や困りごと、後々のトラブル防止な
ど、遺言と相続に関する問題全般に
ついて、弁護士が無料で電話相談に
応じます。
【と　き】　４月 15日㈭
　午前 10時～午後４時
【相談ダイヤル】
　☎ 059-228-3143
【問い合わせ】
　三重県弁護士会事務局
　☎ 059-228-2232

【と　き】
　５月 15日㈯・29日㈯
　６月 19日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　（津市桜橋 2-131）
【内　容】
○視覚障がいについて
○視覚障がい者とボランティア
○点訳の基礎知識、実技
【対象者】
　全日程に参加できる県内在住の
18 歳以上の人で、７月から 11 月
の土曜日に開催する点訳奉仕者中級
養成講習会（10日間）に参加でき
る人
【募集人数】　20人
※応募多数の場合は、申込書などを
参考に選考。

【料　金】
　テキスト代 1,540 円（事前購入）、
点字器代 1,980 円
【申込方法】
　三重県視覚障害者支援セ
ンターホームページをご覧
ください。
【申込期限】　４月 16日㈮
【申込先・問い合わせ】
　三重県視覚障害者支援センター
　☎ 059-213-7300
　℻  059-228-8425
　 mieten@zc.ztv.ne.jp 
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

遺言相続無料電話相談会

点訳奉仕者養成講習会

【と　き】
　５月９日㈰　午前９時 30分～
【ところ】　高尾地内
【対象者】　３歳以上小学生以下の子
どもと保護者
【料　金】　500円
【定　員】　先着 30人
【申込方法】
　住所 ･氏名 ･年齢 ･電話番号を下
記まで｡
【申込開始日】
　４月 7日㈬　午前８時 30分～
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

あおやまキャラバン先生
と一緒に田植え体験

【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住または在勤で満 20歳以
上の人
○市議会議員または市職員でない人
【開催回数】　年１回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　７月 27日～令和５年７月 26日
【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（様式は
自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号
を明記の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査・面接
※委員の男女構成比率などを総合的
に考慮して決定します。

【応募期限】
　５月 14日㈮　午後５時　※必着
【応募先・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

伊賀市男女共同参画審議会
委員募集

　認定農業者は、農業経営の改善を
行うための「農業経営改善計画」を
作成・提出し、市に認定された人の
ことです。計画を作ることで現在の
経営状況を見つめなおすことがで
き、認定後は各種補助や融資を受け
ることができます。
【主な支援】
　経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ
対策）の交付対象、農業経営基盤強
化資金の融資の支援措置など
【申込方法】
　農林振興課にある農業経営改善計
画を作成し提出してください。
　様式は市ホームページからもダウ
ンロードできます。
　提出は随時受け付けますが、認定
は四半期ごとに行います。
　認定時期など詳しくは市ホーム
ページをご確認ください。
【申込先・問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715

認定農業者になりませんか

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

　　

※右の２次元コードを読み
込んでアクセスできます。

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　Z
ズ ー ム

oomを活用した企業説明会で、
４日間で伊賀市、名張市、周辺地域
の企業 30 社以上が参加予定です。
１社 25分で、会社説明と質疑が行
われます。
　申込方法、参加企業や日程など、
詳しくは上野商工会議所ホームペー
ジをご覧ください。
【と　き】
　４月 21日㈬～ 24日㈯
【対象者】
　令和４年春卒業予定の大学生・短
大生・専門学校生、未就職者など
【申込期間】
　説明を聞きたい企業の説明日の前
日まで
【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】　６月６日㈰
○乙種４類　午前・午後
○丙種　午前
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【申込方法・申込期間】
○郵送の場合
　消防本部・各分署にある願書に必
要事項を記入の上、郵送。
　４月８日㈭～ 19日㈪※消印有効
○インターネットの場合
　（一財）消防試験研究センターホーム
ページから申し込んでください。
　4月５日㈪　午前９時～ 16日㈮
　午後５時
※詳しくは願書をご確認ください。
【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

【と　き】　５月 14日㈮
　午前９時 20分～午後５時
【ところ】　消防本部 ３階研修室
【対象者】　危険物取扱者試験（乙種
４類）受験者
【料　金】
○予備講習授業料　1,000 円
※防火協会員は無料
○教科書・問題集　各 1,000 円
※防火協会員は半額
※教科書・問題集をお持ちの場合は、
購入不要。

【定　員】　先着 40人
【申込方法】　消防本部予防課までお
越しください。
【申込期間】
　４月 21日㈬～５月７日㈮
　午前８時～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

前期危険物取扱者試験
（乙種４類・丙種）

前期危険物取扱者試験
予備講習会

伊賀市・名張市ウェブ版
合同企業説明会

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

　上野図書館は、「学び、創造、憩
いの広場」となる交流型図書館をめ
ざしています。図書館のあり方を一
緒に考え、創りませんか。
【とき・内容】
○第１回：４月 10日㈯
　「そもそも図書館って、どんな場
所？」
○第２回：４月 24日㈯
　「まちづくりに活かせる図書館を
考えてみよう！」
○第３回：５月８日㈯
　「伊賀市の未来を創造しよう！新
しい図書館」
※時間はいずれも午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【定　員】　各回先着 40人
【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、下
記まで。申込書は、上野図書館、各
図書館にあるほか、市ホームページ
からダウンロードできます。
【申込期限】　４月９日㈮　正午
【申込先・問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999
　  ueno-tosho@city.iga.lg.jp

伊賀市の未来を創造する
図書館ワークショップ

【と　き】
※次のいずれかを受講。
○６月 26日㈯　午前９時～
○７月 11日㈰　午前９時～
【ところ】　メッセウイング・みえ
　２階大研修室
　（津市北河路町 19-1）
【定　員】　各回先着 100人
【料　金】
○１種類 13,000 円
○２種類以上 16,000 円
※三重県猟友会会員は、いずれも
5,000 円

【申込方法】
　申込用紙に必要事項を記入の上、
受講料を添えて下記まで持参または
郵送（現金書留）。
※申込用紙は三重県猟友会ホーム
ページにあります。

【申込先・問い合わせ】
　（一社）三重県猟友会
　☎ 059-228-0923　
　℻  059-228-0988
【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（農林振興課）
　☎ 22-9714　℻  22-9715

初心者狩猟免許取得
予備講習会

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】
　広聴広報課
　☎ 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！

　　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
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