
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】　７月９日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
　人権トーク＆ライブ「伝えたいこ
の思い」
　講師：熊本県　人権バンド
　イソジンズ
【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

【と　き】　６月 22日㈫・23日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取り扱い、救急蘇生法
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
【対象者】　看護師免許取得の人
※令和４年３月末までに取得予定の
人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
※託児所があります。必要な人は、
申込時にご連絡ください。

【申込期限】　６月 18日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

ライトピア
人権フェスティバル

ナースのための
カムバックセミナー

　

●６月３日㈭・７月１日㈭
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　図書館の運営に関して話し合う委
員を募集します。
【募集人数】　2人以内
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住で満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　８月１日㈰～令和５年７月31日㈪
【報　酬】　6,000 円 / 日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（800 字以内・様式自
由）・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
※結果は７月中に通知します。
【応募期限】
　６月 30日㈬必着
【応募先・問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999
　 ueno-tosho@city.iga.lg.jp　

　ラウンドアバウトは、信号機のな
い「環状交差点」で、速度抑制効果
が高く、交通事故の減少が期待でき、
電気を必要としないことから災害時
にも機能する交差点です。
　平成 31年３月から市役所の南西
側交差点において、仮設材で運用し
てきましたが、４月 28日㈬に本格
導入の工事が完成しました。

【問い合わせ】
　道路河川課
　☎ 22-9725　℻  22-9724

図書館協議会委員募集

ラウンドアバウト
完成しました

　地震や豪雨、洪水などの自然災害
により、住まいに被害を受けた人や、
亡くなった人のご遺族に災害見舞金
を支給します。
【支給額】
○住まいが全壊した場合  
　１世帯　　　100,000 円
○住まいが半壊した場合  
　１世帯　　　50,000 円
○住まいが床上浸水した場合  
　１世帯　　　20,000 円
○災害で死亡した場合　  
　１人につき　100,000 円
（被災程度の認定は、災害救助法の
取り扱いにならいます。）
※次の場合、見舞金は支給されま
せん。
○災害救助法の適用を受けたとき
○被災者生活再建支援法に規定す
る支援金を受給したとき
○伊賀市災害弔慰金または伊賀市
災害障害見舞金の支給、または
災害援護資金の貸付を受けた
とき
○故意または重大な過失により被
災したと認められるとき

【申請方法】　総合危機管理課へ伊賀
市災害見舞金支給申請書を提出して
ください。申請書を受付後、被害の
程度を判定し、支給金額を決定しま
す。詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

伊賀市災害見舞金制度

　広報いが５月号 29ページに掲載
した「甲種防火管理新規講習会」の
記事の電話番号に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

お詫びと訂正

「広報いが」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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　７月４日㈰　午前８時 30分～
※雨天時は、会場・訓練内容を変更
します。

【ところ】
◆メイン会場
○青山・上野南分団：
　青山中学校グラウンド
◆サブ会場
○上野中分団：
　上野西小学校グラウンド
○上野西分団：
　成和西小学校グラウンド
○上野北分団：
　諏訪地区グラウンド
○上野東分団：
　府中小学校グラウンド
○伊賀分団：柘植中学校グラウンド
○島ヶ原分団：
　島ヶ原地区市民センター駐車場
○阿山分団：
　旧玉滝小学校グラウンド
○大山田分団：せせらぎ運動公園
※観覧席を準備する予定ですが、新
型コロナウイルス感染症対策によ
り変更する場合があります。

【訓練内容】　通常点検・機械器具点
検・火災想定訓練など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

　地域防災の担い手となる女性防災
リーダーになりませんか。
【とき・内容】
○第１回：８月６日㈮
「過去の大規模災害の事例から学
ぼう」
講師：フレンテみえ職員
○第２回：10月 15日㈮
「男女共同参画の視点で防災・減
災を考える」
講師：（一社）GEN・J代表理事
田端八重子さん　
○第３回：12月３日㈮
「グループワーク」
講師：フレンテみえ職員
○第４回：令和４年２月４日㈮
「H

ハ グ

UGゲームにチャレンジ」
講師：総合危機管理課職員
※すべて午後７時～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　4階ミーティングルーム
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】
　先着 15人程度
【申込方法】　住所・氏名・生年月日・
電話番号・メールアドレスを明記の
上、下記まで。
【申込期限】　８月４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

消防団夏期訓練 女性防災リーダー
養成連続講座

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「外国人の人権」
　「子どもの人権Ⅱ」
【と　き】　６月１日㈫～ 29日㈫
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「インターネットと人権」
【と　き】　６月１日㈫～ 29日㈫
※開館延長日　８日㈫・15日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728
◆青山公民館　人権啓発パネル展
「LGBT とは？さまざまな性につ
いて考える」

【と　き】
　６月16日 (水 )～７月6日 (火 )
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211
◆いがまち人権パネル展
　「子どもの虐待問題について考える」
【と　き】　６月 8日㈫～ 24日㈭
※開館延長日　10 日㈭、17 日㈭、
24日㈭

【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

人権啓発パネル展

　川東の春日神社の宮座行事調査の
報告と修理現場を公開します。
【と　き】　７月 17日㈯
　午後１時 30分～４時
※現場見学　午後３時～４時
【ところ】
　春日神社（川東 613）
【定　員】
　先着 30人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　６月 21日㈪～７月９日㈮
　午前９時～午後５時　※平日のみ
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

第 3回公開講座
「伊賀の宮座行事」

　排水設備工事を施工するために
は、（公財）三重県下水道公社が発行
する下水道排水設備工事責任技術者
証を持ち、市から指定工事店として
の指定を受ける必要があります。
【と　き】
　11月 25日㈭　午後１時～
【ところ】　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234）
【料　金】　8,000 円
【申込期間】
　８月 10日㈫～９月 10日㈮
※当日消印有効
【提出先・問い合わせ】
　（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　℻  0598-53-4867

下水道排水設備工事
責任技術者試験

　６月 23日㈬から 29日㈫の一週
間は、「男女共同参画週間」です。
　性差にかかわらず、ともに支え合
い、さまざまな場面で個性や能力が
発揮できる「男女共同参画社会」の
実現に向けたパネル展を開催します。
【と　き】
　６月 23日㈬～ 29日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日は午前10 時～午後５時
【ところ】
　いがまち公民館　ホール
【問い合わせ】
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9119　℻  45-9120

いがまち男女共同参画
パネル展
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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。

【と　き】　７月９日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
　人権トーク＆ライブ「伝えたいこ
の思い」
　講師：熊本県　人権バンド
　イソジンズ
【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

【と　き】　６月 22日㈫・23日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取り扱い、救急蘇生法
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
【対象者】　看護師免許取得の人
※令和４年３月末までに取得予定の
人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
※託児所があります。必要な人は、
申込時にご連絡ください。

【申込期限】　６月 18日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

ライトピア
人権フェスティバル

ナースのための
カムバックセミナー

　

●６月３日㈭・７月１日㈭
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　図書館の運営に関して話し合う委
員を募集します。
【募集人数】　2人以内
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住で満 18歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】
　８月１日㈰～令和５年７月31日㈪
【報　酬】　6,000 円 / 日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（800 字以内・様式自
由）・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
※結果は７月中に通知します。
【応募期限】
　６月 30日㈬必着
【応募先・問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999
　 ueno-tosho@city.iga.lg.jp　

　ラウンドアバウトは、信号機のな
い「環状交差点」で、速度抑制効果
が高く、交通事故の減少が期待でき、
電気を必要としないことから災害時
にも機能する交差点です。
　平成 31年３月から市役所の南西
側交差点において、仮設材で運用し
てきましたが、４月 28日㈬に本格
導入の工事が完成しました。

【問い合わせ】
　道路河川課
　☎ 22-9725　℻  22-9724

図書館協議会委員募集

ラウンドアバウト
完成しました

　地震や豪雨、洪水などの自然災害
により、住まいに被害を受けた人や、
亡くなった人のご遺族に災害見舞金
を支給します。
【支給額】
○住まいが全壊した場合  
　１世帯　　　100,000 円
○住まいが半壊した場合  
　１世帯　　　50,000 円
○住まいが床上浸水した場合  
　１世帯　　　20,000 円
○災害で死亡した場合　  
　１人につき　100,000 円
（被災程度の認定は、災害救助法の
取り扱いにならいます。）
※次の場合、見舞金は支給されま
せん。
○災害救助法の適用を受けたとき
○被災者生活再建支援法に規定す
る支援金を受給したとき
○伊賀市災害弔慰金または伊賀市
災害障害見舞金の支給、または
災害援護資金の貸付を受けた
とき
○故意または重大な過失により被
災したと認められるとき

【申請方法】　総合危機管理課へ伊賀
市災害見舞金支給申請書を提出して
ください。申請書を受付後、被害の
程度を判定し、支給金額を決定しま
す。詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

伊賀市災害見舞金制度

　広報いが５月号 29ページに掲載
した「甲種防火管理新規講習会」の
記事の電話番号に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

お詫びと訂正

「広報いが」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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　７月４日㈰　午前８時 30分～
※雨天時は、会場・訓練内容を変更
します。

【ところ】
◆メイン会場
○青山・上野南分団：
　青山中学校グラウンド
◆サブ会場
○上野中分団：
　上野西小学校グラウンド
○上野西分団：
　成和西小学校グラウンド
○上野北分団：
　諏訪地区グラウンド
○上野東分団：
　府中小学校グラウンド
○伊賀分団：柘植中学校グラウンド
○島ヶ原分団：
　島ヶ原地区市民センター駐車場
○阿山分団：
　旧玉滝小学校グラウンド
○大山田分団：せせらぎ運動公園
※観覧席を準備する予定ですが、新
型コロナウイルス感染症対策によ
り変更する場合があります。

【訓練内容】　通常点検・機械器具点
検・火災想定訓練など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

　地域防災の担い手となる女性防災
リーダーになりませんか。
【とき・内容】
○第１回：８月６日㈮
「過去の大規模災害の事例から学
ぼう」
講師：フレンテみえ職員

○第２回：10月 15日㈮
「男女共同参画の視点で防災・減
災を考える」
講師：（一社）GEN・J代表理事
田端八重子さん　

○第３回：12月３日㈮
「グループワーク」
講師：フレンテみえ職員

○第４回：令和４年２月４日㈮
「H

ハ グ

UGゲームにチャレンジ」
講師：総合危機管理課職員

※すべて午後７時～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　4階ミーティングルーム
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】
　先着 15人程度
【申込方法】　住所・氏名・生年月日・
電話番号・メールアドレスを明記の
上、下記まで。
【申込期限】　８月４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

消防団夏期訓練 女性防災リーダー
養成連続講座

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「外国人の人権」
　「子どもの人権Ⅱ」
【と　き】　６月１日㈫～ 29日㈫
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「インターネットと人権」
【と　き】　６月１日㈫～ 29日㈫
※開館延長日　８日㈫・15日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728
◆青山公民館　人権啓発パネル展
「LGBT とは？さまざまな性につ
いて考える」

【と　き】
　６月16日 (水 )～７月6日 (火 )
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211
◆いがまち人権パネル展
　「子どもの虐待問題について考える」
【と　き】　６月 8日㈫～ 24日㈭
※開館延長日　10 日㈭、17 日㈭、
24日㈭

【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

人権啓発パネル展

　川東の春日神社の宮座行事調査の
報告と修理現場を公開します。
【と　き】　７月 17日㈯
　午後１時 30分～４時
※現場見学　午後３時～４時
【ところ】
　春日神社（川東 613）
【定　員】
　先着 30人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　６月 21日㈪～７月９日㈮
　午前９時～午後５時　※平日のみ
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

第 3回公開講座
「伊賀の宮座行事」

　排水設備工事を施工するために
は、（公財）三重県下水道公社が発行
する下水道排水設備工事責任技術者
証を持ち、市から指定工事店として
の指定を受ける必要があります。
【と　き】
　11月 25日㈭　午後１時～
【ところ】　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234）
【料　金】　8,000 円
【申込期間】
　８月 10日㈫～９月 10日㈮
※当日消印有効
【提出先・問い合わせ】
　（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　℻  0598-53-4867

下水道排水設備工事
責任技術者試験

　６月 23日㈬から 29日㈫の一週
間は、「男女共同参画週間」です。
　性差にかかわらず、ともに支え合
い、さまざまな場面で個性や能力が
発揮できる「男女共同参画社会」の
実現に向けたパネル展を開催します。
【と　き】
　６月 23日㈬～ 29日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日は午前10 時～午後５時
【ところ】
　いがまち公民館　ホール
【問い合わせ】
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9119　℻  45-9120

いがまち男女共同参画
パネル展
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