
※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。

　400 年の歴史を誇る上野天神祭を
開催します。
　上野天神祭のダンジリ行事は、
2002年に国重要無形民俗文化財に指
定、2016 年にユネスコ無形文化遺産
に登録された、伊賀を代表する秋の伝
統行事です。
　今年の各行事の日程や時間は、上野
天神祭公式サイトをご確認ください。

【問い合わせ】
○上野天神祭地域振興実行委員会
　（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527
○（一社）伊賀上野観光協会
　☎ 26-7788
○観光戦略課
　☎ 22-9670　℻  22-9695

2022 上野天神祭

お知らせ

【募集人数】　若干名
【応募資格】
　昭和 59 年４月２日以降生まれで、
免許を持っている人または採用予定日
までに取得見込みの人

【採用予定日】　令和５年４月１日
【勤務条件・賃金】
　市の条例・規則による。
※前歴に応じた加算措置や諸手当があ
ります。

※託児所がありますので、子どもがい
る人も安心して勤務できます。

【勤務場所】　上野総合市民病院
【選考方法】　作文・面接
○試験日：12月２日㈮
※時間などは応募者に後日お知らせし
ます。

【応募方法】　「伊賀市職員選考採用試
験受験申込書」を持参または郵送（簡
易書留）で下記まで。申込書は上野総
合市民病院にあるほか市ホームページ
からダウンロードできます。

【応募期限】　11月 18日㈮
　午後５時 15分　※必着

【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

薬剤師募集

　ハロウィンジャンボ宝くじ（市町村
振興宝くじ）の収益金は、市町が行う
防災対策や、道路、公園、文化施設、
福祉施設の整備、地域医療の充実支援
など、よりよいまちづくりのために使
われます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎  059-225-2138

宝くじ収益金の社会貢献

　身近な人が亡くなった場合、さまざ
まな手続きが必要となるため、ご遺族
にとって大きな負担になっています。
そこで、市役所で必要な手続きについ
て、ご遺族の負担が少しでも減るよう
お手伝いする「おくやみコーナー」を
開設します。なお、コーナーを利用す
る際は、事前予約が必要です。
※通常通り、直接本庁の担当課や各支
所（上野支所以外）で手続きするこ
ともできます。

【開設日】　10月３日㈪～
【利用時間】
①午前 10時～
②午後１時 30分～
③午後３時～（定員各１組）

【おくやみコーナー設置場所】
　本庁舎　２階８番窓口

【利用対象者】　ご遺族、またはご遺族
から手続きを委任された人

【利用方法】　ご利用日の３開庁日前ま
でにご予約（☎ 41-2533）ください。
（平日：午前９時～午後４時）
【問い合わせ】
　住民課生活安全係おくやみコーナー
　☎ 41-2533　℻  22-9641

おくやみコーナーを
開設します

　保育士資格を持っていて、現在、保
育士として働いていないけど、保育士
として働きたい、職場復帰したいと考
えている人はいませんか。１講座２時
間程度の動画配信で、１講座でも、全
講座でも、受講したい講座に申し込み
できます。

【配信期間】
　10 月３日㈪～令和５年２月 28 日㈫
※配信期間内は何度でも視聴できます。

【テーマ】
○保育制度の動向～いま保育の現場で
求められるもの～
○子どもの発達と保育～子どもの発達
に寄り添う支援～
○よりよい保育のために～子どもと心
を通わすコミュニケーション～
○子どものあそび、学びをはぐくむ
保育
○保育の質を高める記録の取り方
※受講料は無料ですが、インターネッ
トの通信料は受講者負担
です。

【申込方法】
　申込フォーム

【申込期限】
　令和５年２月 16日㈭　午後４時

【問い合わせ】
　（社福）三重県社会福祉協議会
　（三重県保育士・保育所支援センター）
　☎  059-227-5160
　（平日　午前９時～午後５時）
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。

潜在保育士就労・職場復帰
支援研修（ウェブ研修）申

申込フォーム

　市政情報をケーブルテレビ放送
を通じてお伝えしています。
　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、右の２
次元コードからご確
認いただけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】　11 月６日㈰　午前中
【ところ】　壬生野小学校
　市と壬生野地域住民による合同訓練
などを行います。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、参加団体を限定し、感染対
策を講じて実施します。

【問い合わせ】　防災危機対策局
　☎  22-9640　℻  24-0444

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
※完全予約制（１人当たり 30分程度）

【とき・ところ】
○ 11 月 12 日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センターアスピア
　３階会議室Ｂ
○ 12 月 10 日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ

【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人

【定　員】
　各先着 12人

【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎  51-0932（午前９時～午後３時）
※水・土・日曜日、祝日を除く。

　なぜ男性は「男らしさ」にとらわれ
るのか。「有害な男らしさ」はどこか
ら来るのか。男性がこれからの時代を
楽しく生きていくためにはどう考え、
何を始めたらいいのか。男性学の視点
から、男性にとってのジェンダー平等
がどういったものかを学びませんか。

【と　き】　11 月 20 日㈰
　午後１時 30分～３時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
※津市会場での講演会を中継でつなぎ
ます。

【内　容】
○演題：現代を生きる『男』のための
　　　処方箋　～“絶望”の時代の
　　　“希望”の男性学入門～
○講師：大妻女子大学人間関係学部　
　　　准教授　田中　俊之さん

【対象者】
　市内在住・在勤の男性

【定　員】
　先着 30人程度

【申込方法】　申込フォーム
もしくは、住所・氏名・電
話番号・メールアドレスを
明記の上、下記まで。

【申込期限】
　11月 17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】　11 月 29 日㈫
　午後１時 30分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】
○演題：より良い読み聞かせをめざして
　　　　～楽しむ準備・楽しむ工夫　
　　　　ボランティアにできること～
○講師：JPIC 読書アドバイザー
　　　　木村　由美子さん

【対象者】
　読み聞かせボランティア活動に関心
のある人

【定　員】　60人
※申込多数の場合は抽選

【申込方法】
　生涯学習課（生涯学習センター）ま
たは上野図書館・各分室にある参加申
込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申し込みでき
ます。

【申込期間】
　10月 11日㈫～ 28日㈮

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

総合防災訓練

無料税務相談会申

フレンテみえ
男性学講座申

第２回読み聞かせ
ボランティア入門講座申

申込フォーム

　６月から募集した「初めての講師サ
ポート事業」に申請のあった事業を審
査した結果、３件の事業を採択しまし
た。
　11月からハイトピア伊賀の生涯学
習センターで教室を開催します。
　詳しくは生涯学習課（生涯学習セン
ター）または各地区市民センターにあ
るチラシや市ホームページをご覧くだ
さい。

【採択事業】
○台風・豪雨から身を守る防災セミナー
　講師：梅田　浩史さん
○はじめてのアイリッシュハープ
　講師：重住　真那さん
○いきいき健康講座
　講師：浅川　友和さん

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

初めての講師サポート事業
審査結果

　犯罪や非行の防止と、罪を犯した
受刑者の更生について理解していた
だくため、体験コーナーのほか、刑務
所の資料展示や作業製品の販売を行い
ます。

【と　き】　11 月５日㈯
　午前９時～午後３時

【ところ】　三重刑務所
　（津市修成町 16-1）

【問い合わせ】　三重刑務所
　☎ 059-226-9144

第 34 回三重矯正展

　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

タテ2.5cm×ヨコ4cm

「見守り安心シール」を
ご存じですか？
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