
※申マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

お知らせ

【と　き】　11 月５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
　９月７日（水）～ 16日（金）
　※消印有効
消防本部・各分署にある願書に必要
事項を記入の上、郵送

○電子申請
　９月４日㈰　午前９時～

　13日㈫　午後５時
（一財）消防試験研究センター
のホームページをご覧ください。

【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

◆予備講習会
【と　き】　10 月７日㈮
　午前９時 20分～午後４時 30分

【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】
○受講料　1,000 円
　（防火協会員は無料）
○教科書　1,000 円
　（防火協会員は半額）
○問題集　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、
購入の必要はありません。

【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】　９月 20日㈫～ 30日㈮
※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

　ゆとりのある生活を送るためには、
仕事と家庭、地域活動などとのバラン
スが重要です。ワークライフバランス
の実現を、タイムマネジメントを通し
て一緒に学びませんか。

【と　き】　10 月 28 日㈮
　午後７時～９時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
○テーマ：女性が働き続けるためのタ
イムマネジメント
○講師：公認心理師　中村　咲耶さん

【対象者】
　テーマに関心のある市内在住・在勤
の女性

【定　員】
　先着 20人程度

【申込方法】
　住所、氏名、電話番号、
メールアドレスを明記の上、
下記まで。申込フォームか
らも申し込みできます。

【申込期限】　10月 25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

【と　き】　10 月 25 日㈫
　午前 10時～午後３時
　（受付：午前９時 30分～）
※雨天時は 10月 27日㈭

【ところ】
　上野南公園

【講　師】
　上川原緑園

【持ち物】
　弁当・飲み物・剪定用具（木バサミ・
剪定バサミ・刈込みバサミなど）

【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。

【申込期限】
　９月 22日㈭　午後５時 15分

【申込先・問い合わせ】　都市計画課
　☎  41-0290　℻  22-9734
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◆みえ森と緑の県民税市町交付金事業
　森林管理を進めるため、未利用間伐
材の収集運搬に対して補助金を交付し
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 3,000 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、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

【申請期限】
○４月１日～９月 30日の搬出分：
　10月 14日㈮
○７月１日～ 12月 31日の搬出分：
　令和５年１月 13日㈮
○ 10月１日～令和５年２月 28日の
搬出分：令和５年３月 10日㈮

【申請先・問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9712　℻  22-9715  

未利用間伐材を搬出して
森林整備を進めましょう

　1985（昭和 60）年 10月１日に「浄
化槽法」が施行され、この日が「浄化
槽の日」となりました。
　浄化槽は、私たちの家庭のトイレや
台所などから出る生活排水を、微生物
の働きを利用してそれぞれの家庭でき
れいな水にして放流するものです。こ
のため、浄化槽の使い方や維持管理に
問題があると、汚れた水の流出につな
がり、悪臭の発生を招くなど地域の住
環境を悪化させる原因になります。
　保守点検、清掃、法定検査は浄化槽
法で義務づけられています。「浄化槽
の日」を機会に、ご家庭の浄化槽が適
正に維持管理されているか確認しま
しょう。

【問い合わせ】
○（一財）三重県水質検査センター
　☎ 059-213-0707
○下水道課
　☎ 24-2137　℻  24-2138

10 月１日は
「浄化槽の日」

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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　取引や証明用に使用する計量器は、
２年に１度の検査が必要です。必ず受
検しましょう。

【とき・ところ】
○ 10 月５日㈬
　阿保地区市民センター　第３会議室
○ 10 月６日㈭
　大山田農村環境改善センター
　玄関ロビー
○ 10 月７日㈮
　伊賀支所　公用車駐車場（屋根あり）
○ 10 月 11 日㈫
　阿山保健福祉センター　ホワイエ
○ 10 月 12 日㈬
　ゆめぽりすセンター　会議室１
○ 10 月 13 日㈭
　ゆめぽりすセンター　会議室１
※いずれも午前10時30分～午後３時

【検査対象の計量器】
○商店・露店などの商品売買用
○病院・薬局などの調剤用
○病院・学校・福祉施設などの体重測
定用
○生産者の生産物販売・出荷用
○工場・事業所などの材料購入・製品
販売用
○農協・漁協などの物資集荷・出荷用
○運送・宅配業などの貨物運賃算出用
※対象となる計量器をお持ちの人に事
前調査書を送付しています。事前調
査書が届いていない人は商工労働課
まで連絡ください。

【料　金】　種類や能力によって検査手
数料は異なります。

【問い合わせ】
○三重県計量検定所
　☎ 059-223-5071
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】　10 月３日㈪
　午後１時～４時

【ところ】
　本庁舎　４階会議室 405

【内　容】
　地価・地代・家賃・土地利用につい
ての相談

【相談員】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士

【問い合わせ】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎  059-229-3671

◆古光山登山（青蓮寺川源流探検）
【と　き】　10 月 9 日㈰
　午前９時 30分～午後３時 30分

【ところ】　古光山（奈良県曽爾村）
【定　員】　先着 15人
【対象者】　小学４年生以上
※小学生は保護者同伴

【申込受付開始日】　９月 15日㈭
【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内河川レンジャー事務局
　（（一社）近畿建設協会）
　☎  0742-33-1300

　公園施設全般に係る管理の仕事を体
験しませんか。

【と　き】　10 月 14 日㈮
　午前９時 30分～正午

【ところ】　上野公園
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人

【定　員】
　８人（応募者多数の場合は選考）

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話
番号を下記まで。

【申込期間】　９月５日㈪～ 30日㈮
【申込先・問い合わせ】
　（公財）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040

計量器（はかり）の
定期検査 土地無料相談会

木津川上流管内
河川レンジャー活動申

「公園施設のおしごと
体験」講習会申

【申込先・問い合わせ】 
　生涯学習課
　☎  22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

令和５年に成人式を迎える人で
実行委員会に参加できる人を随時
募集しています。詳しくはお問い
合わせください。 

成人式実行委員募集中

【と　き】　10 月２日㈰　午前９時～
※伊賀分団：午前９時 30分～
※阿山分団：９月 25日㈰　午前９時～

【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
　（荒天時：同体育館）
◆サブ会場
○上野中分団：
　上野西小学校グラウンド
　（荒天時：同体育館）
○上野西分団：
　花垣地区スポーツレクリエーション
　広場運動場（荒天時：同体育館）
○上野北分団：
　上野北小学校グラウンド
　（荒天時：同体育館）
○上野東分団：
　城東中学校グラウンド
　（荒天時：同体育館）
○伊賀分団：
　霊峰中学校グラウンド
　（荒天時：同体育館）
○島ヶ原分団：
　島ヶ原地区市民センター駐車場
　（荒天時：島ヶ原会館大ホール）
○阿山分団：
　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫周辺
　（荒天時：阿山中学校体育館）
○大山田分団：
　伊賀消防署大山田分署前・
　大山田支所周辺
　（荒天時：大山田小学校体育館）

【内　容】
　通常点検・機械器具点検・火災想定
訓練など
※荒天時や新型コロナウイルスの感染
状況により、観覧席の有無や訓練内
容などが変わる場合があります。

【問い合わせ】　地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

消防団総合訓練

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続きや、
気になることなど、気軽に
お問い合わせください。

子育て何でも問い合わせ窓口
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