
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　市では恒久平和を願い、広島市と長
崎市への原爆投下時刻と全国戦没者追
悼式の日の正午にサイレンを鳴らし
ます。
　このサイレンを合図に、原爆や戦争
の犠牲となられた方々のご冥福をお祈
りし、永久に平和が確立されることを
願い、１分間の黙とうを捧げます。皆
さんのご賛同をお願いします。

【サイレンの吹鳴時刻】
○８月６日㈯　午前８時 15分
○８月９日㈫　午前 11時２分
○８月 15 日㈪　正午

【問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641
○医療福祉政策課
　☎  26-3940　℻  22-9673

　スポーツ施設の整備、スポーツ事業
の実施や奨励に関することなど、ス
ポーツに関する重要事項について調
査、審議いただく委員を募集します。

【募集人数】　２人以内
【応募条件】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住の満 18歳以上 70歳未満
の人

○スポーツ振興に関心の深い人または
アーバンスポーツに関心がある人　

※市議会議員・市職員は除く。
【開催回数】　年４回程度（平日の日中
を中心に開催）

【任　期】
　９月１日～令和６年８月 31日

【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【応募方法】
　所定の応募用紙に必要事項を記入の
上、下記まで。応募用紙は、スポーツ
振興課窓口で配布するほか、市ホーム
ページからダウンロードできます。

【選考方法】　作文審査
※応募の動機、委員の構成比率などを
考慮して選考します。

※選考結果は、応募者全員に通知します。
【応募期限】　８月 19日㈮　※必着
※メールは午後５時受信分まで

【応募先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　℻  22-9694
　 sports@city.iga.lg.jp

　現在、試験湛
たん

水
すい

中の川上ダムは、今
後、さらに水位が上がり「ダム湖」が
誕生します。この新しい「ダム湖」が
地域の皆さんに親しまれ、長く愛され
る名称を募集しています。

【応募方法】　水資源機構　川上ダム建
設所ホームページをご覧ください。

【応募期限】　８月 19日㈮
【応募先・問い合わせ】
　独立行政法人水資源機構
　川上ダム建設所
　☎  52-1661

【問い合わせ】　建設管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします

伊賀市スポーツ推進
審議会委員募集

川上ダム
ダム湖名募集

　24 ページの答え　
③約半年
　元禄２年（1689）46 歳の芭蕉
が曾良を伴い、「弥生も末の七日」
つまり「３月 27 日」に出発しま
した。そして結びの地大垣へは８
月 21日到着しました。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

【対象者】
　木津川上流域で活動できる満 18歳
以上の人

【申込方法】　郵送
【申込期限】　９月 30日㈮
【内　容】
　実施した活動に対して日当・交通費
などの経費の一部を支援します。
※詳しくは、木津川上流河川事務所
ホームページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　河川レンジャー事務局
　((一社 ) 近畿建設協会 )
　☎ 0742-33-1300

【問い合わせ】　建設管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

　ごみの減量、分別、再資源化、ごみ
の不法投棄の防止、環境美化などに関
する施策の検討や協議を行う委員を募
集します。

【募集人数】　１人
【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２～３回程度
※原則、平日の昼間２～３時間程度

【任　期】
　11月１日～令和６年 10月 31日
　（２年間）

【報　酬】　13,200 円／年
※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・
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。
受理した提出書類は返却しません。

【応募期限】
　９月９日㈮　午後５時　※必着

【応募先・問い合わせ】
　廃棄物対策課
　☎  20-1050　℻  20-2575
　 haikibutsu@city.iga.lg.jp

河川レンジャーの募集

ごみ減量・リサイクル等
推進委員会委員募集

　「全国瞬時警報システム（J アラー
ト）」の全国一斉情報伝達試験のため、
市内一斉に試験放送します。

【と　き】　８月 10 日㈬　午前 11時
【放送内容】　チャイムのあとに次の音
声が流れます。
　「これは J アラートのテストです」
× 3回
　「こちらは広報伊賀です」

【問い合わせ】　防災危機対策局
　☎ 22-9640　℻  24-0444

J アラートの試験放送

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　伊賀市総合福祉会館をより使いやす
い施設とするため、リニューアルを行
いました。
○公共交通機関の利用者がアクセスし
やすいように、２階から出入りがで
きるようになりました。
○新たに会議室③を増設しました。会
議や研修など、さまざまな活動にご
利用ください。
○相談スペースを１階と２階にそれぞ
れ１カ所増設しました。
○さまざまな用途で利用できる多目的
スペースを増設しました。
※一部有料の場合があります。

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎  26-3940　℻  22-9673　

　男女共同参画人材バンクは、性別に
関わらずすべての人が活躍できる社会
を実現するために、さまざまな能力や
資格を持つ人材を登録し、活動を支援
しています。各種審議会などの委員や
地域での講演会の講師など、登録者が
活躍できる場を提供します。

【登録できる人】　市内在住・在勤また
は団体の活動拠点がある人で、次のい
ずれかに当てはまる人
○市政に関心があり、地域の発展に熱
意を持って貢献できる人
○さまざまな分野で専門的な知識や活
動実績のある人、有識者や資格保有者
○男女共同参画社会実現に関心がある人

【登録方法】　男女共同参画センターに
ある申請書に必要事項を記入の上、下
記まで。市ホームページからもダウン
ロードできます。

【登録期間】　随時
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666

　地域経済を維持・発展させるため、
起業する人や事業改善を行う人に対
し、改修費・付帯設備費および広告宣
伝や商品開発などに要する経費の２分
の１以内で補助します。

◆地域と連携した起業支援事業
50 ～ 300 万円

　市内にある空き家・空き店舗を利用
し、市内の団体などと協働で新たな事
業を創出する事業

【対象者】　市外の個人または法人（申
請時点で市内へ移住して３年を経過し
ていない人を含む。）

◆起業支援事業　20 ～ 100 万円
　市内にある空き家・空き店舗を利用
し、新たな事業を創出する事業

【対象者】　個人または法人

◆事業承継支援事業　20 ～ 40 万円
　世代交代を含めた経営や事業の改善
を行う事業

【対象者】　市内に事業所などがある個
人または法人

※上記以外に要件がありますので、詳
しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

【申込方法】　申請書に必要事項を記載
し、必要書類を添付の上、下記まで。
申請書や募集要項などは市ホームペー
ジからダウンロードできます。

【申込期限】
　９月 16日㈮　午後５時　※必着　
※期限後、審査会で選考します。

【申込先・問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 shoukou@city.iga.lg.jp

伊賀市総合福祉会館
リニューアル

男女共同参画人材バンクに
登録しませんか

起業・事業承継促進事業
補助金

【義援金総額】　※６月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　62,492 円
○平成 30年７月豪雨災害
　332,819 円
○令和２年７月豪雨災害
　344,065 円
○アフガニスタン人道危機
　6,433 円
○ウクライナ人道危機
　820,448 円
○令和４年３月福島県沖地震災害
　22,193 円
○ 2022年アフガニスタン地震救援金
　1,100 円
※お寄せいただいた義援金は、日本赤
十字社を通じて、支援を必要とす
る方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

義援金
受け入れ状況

伊賀市役所 本庁舎

８月のアート情報
本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ギャラリー
○伊賀市上野老人クラブ写真展
◆１階玄関横
○第 17回市展「いが」
　高校生入賞作品
　•絵画「無防備」
　　内田　華音さん（上野高校）
　•彫塑工芸
　　「段ボール彫刻　ルーボンダ」
　　豊田　葵惟さん
　　（伊賀白鳳高校）
○いけばな（伊賀華道協会）
※準備などで展示のない時間帯が
生じる場合があります。
※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。

【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  22-9621　℻  22-9619

　　

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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻   24-7900
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