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離乳食教室催し

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月齢
の赤ちゃんがいるお友達を作りたい
という人もぜひご参加ください。
【と　き】　10 月 22 日㈭　
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　大山田保健センター
【内　容】
　講話・実演見学「離乳食初期～完
了食」、栄養相談
　子どもと一緒に参加できます。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

【と　き】　10 月 31 日㈯　
　午前 10 時～ 11 時 30 分（受付 
午前 9 時 30 分～）
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室
【内　容】　農業分野での被害の実態
と効果的な対策技術について
【講　師】　
　三重県農林水産部農業研究所
　地域連携研究課
　主幹研究員　山端　直人さん
【定　員】　60 人
※参加者多数の場合は先着順
※申し込み不要
【問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

第 11 回 市展「いが」催し

　芸術の秋です。個性豊かな作品を
ぜひご覧ください。
【と　き】　
　10 月 22 日㈭～ 26 日㈪
　午前 10 時～午後７時
※ 26 日㈪は午後３時まで（入場は
　終了時間の 30 分前まで）
○作品講評会
　審査員が展示作品の解説をします。
　10 月 26 日㈪　午後３時～
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階
【展示作品】
　「絵画」「彫塑工芸」「写真」「書」
の４部門の作品
◆作品の受付・搬入
【と　き】　10 月 14 日㈬
　正午～午後７時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階
※出品者資格、出品規定などは、募
　集要項や市ホームページなどでご
　確認ください。
※募集要項は、本庁舎玄関受付のほ
　か、文化交流課（上野ふれあいプ
　ラザ２階）、各支所振興課、各公
　民館にあります。
◆公開審査会
【と　き】
　10 月 15 日㈭　午後１時～
【ところ】　
　ハイトピア伊賀　５階
※ハイトピア伊賀の駐車場は有料です。
※上野天神祭の期間中（10 月 23 日
　㈮～ 25 日㈰）は交通規制があり
　ますのでご注意ください。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

第 23 回
ひじきコスモスまつり

催し

【と　き】　10 月 11 日㈰
　午前 10 時～午後３時
※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校
【内　容】
　里山の田園風景に広がるコスモス
畑を会場に、さまざまなブースが登
場します。
◦地元の旬の野菜即売など
◦舞台アトラクション
◦バザーコーナー
◦菜種油で揚げたドーナツなどの販売
◦答志島の海産物、伊賀（ひじき）米
　コシヒカリの販売や杵つき餅実演
【問い合わせ】
　比自岐地区市民センター
　☎ 37-0029
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。
【と　き】　11 月５日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階ミ
ーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
※申し込み不要
【問い合わせ】　
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

島ヶ原文化作品まつり
（展覧会）

催し

【と　き】
　11 月２日㈪～４日㈬
　午前９時～午後５時（４日のみ午
後４時まで）
【ところ】　
　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】　島ヶ原地区の幼児から高
齢者までの作品（絵画・写真・書道・
俳句・手芸など）を展示
【問い合わせ】　
　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291
　ＦＡＸ 59-2574（島ヶ原会館）

環境セミナー「農業における
獣害対策の研究について」

催し

伊賀連携フィールド 2015
「忍者・忍術学講座」後期

催し

【とき・内容・講師】
※いずれも午前 10 時 30 分～正午
◆第 1回　10 月 17 日㈯
　「立川文庫とその類作」
　三重大学人文学部
　准教授　吉丸 　雄哉さん
◆第２回　11 月 14 日㈯
　「上野城築城と城下町」
　伊賀文化産業協会
　理事　福井　健二さん
◆第３回　12 月 12 日㈯
　「史料に見る室町・戦国期の『伊
賀者』」
　三重県環境生活部文化振興課
　主幹　小林　秀さん
◆第４回　１月９日㈯
　「畿内武家権力と伊賀」
　奈良大学
　大学院生　中川　貴皓さん
◆第５回　２月 20 日㈯
　「忍者と火術・火器」
　三重大学　社会連携特任教授
　荒木　利芳さん
◆第６回　３月 12 日㈯
　「忍者修行入門」
　三重大学　社会連携特任教授
　川上　仁一さん
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階コ
ミュニティ情報プラザホール
【問い合わせ】
　三重大学人文学部チーム
　☎ 059-231-9194
　総合政策課
　☎ 22-9620　ＦＡＸ 22-9672



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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民事介入暴力巡回無料相談催し

　暴力追放三重県民センターでは、
暴力団からの不当要求などにお困り
の人を対象に巡回相談を実施します。
【と　き】　10 月 28 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】
　名張産業振興センターアスピア　
小会議室（名張市南町 822 番地 2）
【問い合わせ】　
　伊賀警察署　☎／ＦＡＸ 21-0110
　名張警察署　☎／ＦＡＸ 62-0110

大山田温泉さるびの
10 月イベント情報

催し

○チンドン富都路公演
【と　き】　10 月 17 日㈯
【ところ】　さるびの温泉施設内
【内　容】
　歌謡曲・演歌・童謡・ポップス・
ジャズなど
　第１ステージ：午前 11 時～正午
　第２ステージ：午後１時～２時
○毎月第４日曜日ワンコインデー
【と　き】　10 月 25 日㈰
【内　容】　
　入浴料 一般・高齢者 500 円
※ 小人 400 円、身体障がい者 400
　円、身体障がい児 200 円は通常
　料金です。
【問い合わせ】　
　大山田温泉さるびの
　☎ 48-0268　ＦＡＸ 48-9811
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ 46-1764

こころの健康大学募集

　「こころの健康大学」では、ここ
ろの健康についての専門家による講
座を開催します。
　日頃医師からなかなか聞くことの
できない話も盛りだくさんです。ぜ
ひ、ご参加ください。
【と　き】　
○１回目：10 月 28 日㈬
　午後１時 30 分～３時
　「寄り添う事で出来る事『傾聴す
る』って？」
○２回目：11 月 11 日㈬
　午後１時 30 分～３時
　「ストレスって…正体はなに？
知って対処！」
○３回目：11 月 28 日㈯
　午後１時 30 分～３時　
　「心の不調に気づくには」
○ 4回目：12 月 10 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
　「もしこころの病になったら？使
える制度は？」
【ところ】　
　１回目：ハイトピア伊賀　4 階
　２・４回目：ハイトピア伊賀　5 階
　３回目：上野病院デイケア棟
【講　師】　
　信貴山病院分院上野病院医師・臨
床心理士・専門看護師・市保健師
【対象者】
　20 歳以上で市内に在住・在学・
在勤の人
【定　員】
　80 人　※先着順
【申込方法】　
　住所・氏名・年齢・電話番号を記
入の上、電話またはファックスで申
し込んでください。
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

パパと子どもの料理教室
「休日のパパごはん」

募集

　日頃あまり料理をしないお父さん
とその子どもを対象に、料理教室を
開催します。親子で料理をする楽し
さを味わってみませんか？
【と　き】　
　11 月８日㈰、１月 23 日㈯
　午前 10 時～
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【対象者】
　市内在住の親子
※小学生以下の子どもと料理初心者
　のお父さん
【定　員】
　各回６組程度　※先着順
【参加費】　１組 500 円
【持ち物】　
　お米１合・エプロン・三角巾
【講　師】　松永　啓子さん
【内　容】
　１食分のメニューを全て作れるよ
うに、詳しく説明しながら進めてい
きます。メニューを考えるポイント
もお教えします。
※両日とも同じ内容です。
【申込受付開始日】　10 月８日㈭
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

税理士相談会催し

　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。
【と　き】　10 月 10 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階商工会議所
内相談室
※予約優先、１人 30 分程度。
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【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４時）
　http://www.ict.ne.jp/~zei-
ueno/
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　10 月１日㈭～ 28 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー
※寺田市民館・寺田教育集会所は大
　規模改修工事のため展示場所を変
　更して開催します。
【内　容】　
　「マンガでわかる場面かんもく」
　場面緘

かん

黙
もく

は、言葉を話したり理解
したりできますが、学校などの社会
的な状況では話したりすることがで
きない状態をいいます。場面緘黙は
あまり知られておらず、正しく理解
を深めていただくために、マンガで
わかりやすく展示します。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルが届きます。また、災害時の緊
急情報・避難所情報や休日・夜間
診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」


