
※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。

　甲賀市または伊賀市に就業場所が
あり、正社員求人を募集する事業所
約 20社が集まり、地域就職面接会を
開催します。詳しくはハローワーク
伊賀ホームページ・三重労働局公式
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witter をご覧ください。
【と　き】　２月３日㈮
　　　　　午後１時30分～３時30分

【ところ】　忍の里・プララ
　（甲南情報交流センター）　
　（滋賀県甲賀市甲南町竜法師 600）

【対象者】　甲賀市または伊賀市で就職
を希望する人

【問い合わせ】
○ハローワーク伊賀
　☎  21-3221　℻  24-2989
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

甲賀・伊賀
地域就職面接会

　市民活動に興味のある人、活動を始
めたいと考えている人を対象に基本的
な知識を学ぶための講座です。
※NPO法人設立に関する窓口は、三
重県ダイバーシティ社会推進課です。

【と　き】　２月４日㈯
　午後１時 30分～２時 45分

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　１階会議室１

【定　員】　10人程度
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。

【申込期限】　２月２日㈭
【申込先・問い合わせ】
　市民活動支援センター
　☎  22-1511　℻  22-0317
　 igasksc@ict.ne.jp

　白磁器と転写紙を使用して、オリジ
ナルの「マグカップと小皿」または「お
茶碗と湯呑」を作りませんか。

【と　き】　２月６日㈪
　　　　　午後２時～３時 30分

【ところ】
　伊賀市シルバーワークプラザ　２階

【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人

【定　員】　20人
※応募者多数の場合は抽選

【料　金】　1,500 円（材料費）
【申込方法】
　住所、氏名、年齢、電話番号を下記
まで。

【申込期間】
　１月 10日㈫～ 25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

【と　き】　２月４日㈯
　午前 10時～（1時間 30分程度）

【ところ】　環境センター　体験研修室
【講　師】
　三重県環境学習情報センター
　環境学習推進員

【対象者】
　市内在住・在勤・在学の人
※小学生以下は保護者同伴

【定　員】　先着 40人
【申込方法】
　住所、氏名、電話番号を下記まで。

【申込期間】　１月 10日㈫～ 31日㈫
【申込先・問い合わせ】　生活環境課
　☎  22-9624　℻  22-9641
　 kankyou@city.iga.lg.jp

はじめての NPO・
市民活動講座申

ポーセラーツ教室申 環境セミナー
（紙すき講座）申

　現在計画中の名神名阪連絡道路は、
名神高速道路八日市 IC 付近から名阪
国道上柘植 IC付近へ至る約 30kmの
地域高規格道路です。
　説明会では、道路交通課題や今後の
進め方などを説明するとともに、住民
の皆さんからご意見をお聞きします。

【と　き】　２月 10 日㈮
　　　　　午後 7時～ 9時頃

【ところ】　西柘植地区市民センター
　　　　　（旧ふるさと会館いが）

【定　員】　先着 50人
【申込期限】　１月 27日㈮
【申込先・問い合わせ】　建設管理課
　☎  22-9723　℻  22-9724

名神名阪連絡道路
住民説明会申

　　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

◆春の体験プログラムを楽しみませんか
【開催期間】
　３月１日㈬～５月 15日㈪

【申込方法・申込受付開始日】
○電話　２月 18日㈯　午前 10時～
○いがぶら公式ウェブサイト
　２月 19日㈰　正午～
※申込受付は先着順
　定員・申込方法などは、いがぶら公
式ウェブサイトをご覧ください。

【問い合わせ】
　いがぶら実行委員会事務局
　（㈱まちづくり伊賀上野）
　☎  51-9088
　 igaburari@gmail.com

伊賀ぶらり体験博覧会
「いがぶら」申

広報いが

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎  22-9636　℻  24-7900　
　 hisho@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力
　本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官採用試験情報

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】　１月 29 日㈰
　午前 10時～（１時間 30分程度）

【ところ】　三重県上野森林公園
【講　師】
　伊賀市環境保全市民会議会員など

【対象者】　市内在住・在勤・在学の人
※小学生以下は保護者同伴

【定　員】　先着 20 人
【申込方法】
　住所、氏名、電話番号を下記まで。

【申込期間】　１月 10日㈫～ 24日㈫
【申込先・問い合わせ】　生活環境課
　☎  22-9624　℻  22-9641
　 kankyou@city.iga.lg.jp

環境ウォッチング
（バードウォッチング）申

　松尾芭蕉翁の伊賀門下の中心人物と
して活躍し、芭蕉の俳論を後世に残し
た蓑虫庵主、服部土芳を偲び、法要と
俳句会を開催します。
　これを機会に俳句を詠んでみませ
んか。

◆第 293 回忌　土芳忌
【とき・ところ】　１月 18 日㈬
○墓前法要（午前10時～10時30分）
　西蓮寺（長田 1931）
○講話（午後１時～１時 30分）
　ハイトピア伊賀
　5 階多目的大研修室
　演題：『猿蓑』編集と土芳の句
　講師：文化振興課　学芸員
　　　　高井　悠子

【問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】　１月 18 日㈬
　　　　　午後１時 45分～４時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【選　者】
　坂石佳音・島井節・服部登紀子・
東構東子・福山良子（敬称略・50音順）

【投句数】　１人３句以内
【投句受付時間】　正午～午後 1時
【問い合わせ】
○（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796
○文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

　就職支援・社会参加・職場体験・職
業訓練・生活についての出張相談会で
す。詳しくは三重労働局ホームページ
をご覧ください。

【と　き】　１月 26 日㈭
　　　　　午後１時 30分～ 4時

【ところ】　伊賀市文化会館　多目的室
　　　　　（西明寺 3240-2）

【対象者】　就職氷河期世代の人・家族・
支援者 ※家族も一緒に参加できます。

【申込方法】　三重労働局ホームページ
または電話　※当日参加もできます。

【申込先・問い合わせ】
　三重労働局
　「就職氷河期世代活躍支援都道府県
　プラットフォームを活用した支援事業」
　運営事務局（株式会社人財企画）
　☎ 052-228-0084

土芳忌・土芳を偲
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就職氷河期世代を対象
とした出張相談会申

　上野本町通り周辺の町家や商店など
では新旧さまざまなひな人形を、赤井
家住宅ではガラスで作られたひな人形
を展示します。
　協賛店舗では、おひなさんにちなん
だ期間限定ランチやお菓子などを販売
します。また、さまざまな体験のほか、
素敵な景品が当たる抽選に応募できる
クイズラリーを行います。たくさんの
ご応募お待ちしています。

【と　き】　２月３日㈮～３月３日㈮
　午前 10時～午後４時
※会場により異なります。

【ところ】　上野本町通り周辺
※詳しくは、本庁舎玄関、各支所、観
光案内所などにあるリーフレットを
ご覧ください。

【問い合わせ】
　伊賀上野・城下町のおひなさん
　実行委員会事務局（観光戦略課内）
　※平日のみ
　☎  22-9670　℻  22-9695
　 kankou@city.iga.lg.jp

◆お店の人が教えてくれる！目からウ
ロコの得するまちのゼミナール

　商店街の各店舗の店主などが講師と
なり、プロならではの専門知識などを
教えるゼミを開催します。
　参加店舗や内容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】　２月１日㈬～ 28 日㈫
※時間はそれぞれの講座により異なり
ます。

【ところ】　市内約 13 店舗
【講　師】　商店街の各商店主など　
【料　金】
　材料代がかかる場合のみ実費

【定　員】　各店舗により異なります。
　　　　　※先着順

【申込方法】　各店舗へ電話
【申込受付開始日】　１月 14日㈯
【問い合わせ】
　伊賀上野まちゼミの会事務局
　（上野商工会議所内）
　☎  21-0527

伊賀上野・城下町の
おひなさん

第９回いがうえの
まちゼミ申

　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 付 中

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】
　秘書広報課
　☎ 22-9636
　℻  24-7900

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！
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