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認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　９月 29 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928 番地）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。認知症の人が参加する
　場合は、事前に連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

いがまち人権センター・
解放講座

催し

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。
【と　き】　９月 11 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　ヘイトクライムの現状と
法整備の必要性
【講　師】　龍谷大学法科大学院
　教授　金　尚均さん
【問い合わせ】　
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　寺田市民館では、部落差別をはじ
めとするあらゆる差別の解消をめざ
して、毎月テーマを変えて、「じん
けん」パネル展を開催しています。
【と　き】
　９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】
　「『世界人権宣言』を自分のものに」
　『世界人権宣言』のもつ意義や今
日の課題について考え、宣言を自分
のものとし、自分に何ができるのか
を考えるパネル展です。
【問い合わせ】　
　寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728

大山田温泉さるびの
9 月イベント情報

催し

○チンドン富都路公演
【と　き】　９月 12 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
○伊賀上野NINJAフェスタ in SARU
　BINO
【と　き】
　９月 19 日㈯～ 27 日㈰
【ところ】　さるびの温泉施設内
※詳細は後日大山田温泉さるびのの　
　ホームページでお知らせします。
○毎月第４日曜日ワンコインデー
【と　き】　９月 27 日㈰
【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
　金となります。
※９月 22 日(火・祝)：営業日
　９月 24 日㈭：休館日
【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

国際交流フェスタ２０１５
～市民と世界をつなげる絆～

催し

　今年度は「しまがはら竹灯りの宴」
と同時に開催します。
　地域の恒例行事や外国の料理、舞
台、多文化体験コーナーなどいろい
ろな文化に気軽に触れて楽しむこと
ができます。ぜひお越しください。
【と　き】　
　９月 23 日 (水・祝)
　午後４時～８時 30 分
【ところ】　島ヶ原西念寺前
【問い合わせ】　
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

図書館公開講座
『人形劇がやってくる』

催し

　人形劇ボランティア“マンマミー
ダ”による、人形劇と大きな紙芝居
をお楽しみください。
【と　き】　９月 29 日㈫
　午前 10 時 30 分～ 11 時
【ところ】　青山公民館図書室
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

第 32 回 上野城薪能催し

【と　き】　
　９月 19 日㈯　午後６時～
【ところ】　
　伊賀上野城本丸広場特設舞台
※雨天の場合、上野西小学校体育館
【演　目】
◦和泉流　狂言　「清

し
水
みず

」
　小笠原　匡
◦観世流　能　「清

きよ
経
つね

」
　武田　邦弘
※演目の解説チラシは、本庁舎玄関
　受付・観光戦略課・各支所振興課
　（上野支所を除く。）・伊賀上野城で
　お渡しします。
【問い合わせ】
　伊賀上野城
　☎ 21-3148
　観光戦略課
　☎ 22-9670
　ＦＡＸ 22-9695

伊賀地域
創業スクール 2015

募集

　伊賀地域で創業などをお考えの人
を対象とした「伊賀地域創業スクー
ル 2015」の受講生を募集します。
【と　き】　10 月３日・10 日・17 日・
24 日・31 日の５日間
※いずれも土曜日
　午前９時 30 分～午後４時 30 分
【ところ】　産学官連携地域産業創造
センターゆめテクノ伊賀（ゆめが丘
1 丁目 3-3）
【内　容】　
　創業を成功させるポイントなど開
業基礎知識の習得とビジネスプラン
の作成
【定　員】　30 人　※先着順
【受講料】
　10,800 円（全国統一料金）
【申込期限】　９月 25 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628
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自衛官になりませんか募集

【募集種目】
○防衛大学校
　一般 ( 前期 )
○防衛医科大学校
　医学科学生・看護学科学生 ( 自衛
官コース )
【応募資格】
　高等学校を卒業している 21 歳未
満の人（見込み含む。）
【受付期間】　９月５日㈯～ 30 日㈬
※試験日、試験会場については、受
　付時にお知らせします。
※詳しくはお問い合わせいただくか
　防衛省ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　自衛隊伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

声のボランティア
養成講習会

募集

　視覚に障がいのある人に、情報を
声で伝えるボランティアの養成講習
会を開催します。
【と　き】　全 12 回
　10 月７日・21 日、11 月４日・
18 日、12 月２日・16 日
　 平 成 28 年 １ 月 13 日・27 日、
2 月 10 日・24 日、３月９日・23 日
※いずれも水曜日
　午前 10 時 ～ 午後０時 30 分　　　　　
【ところ】
　上野点字図書館
【内　容】
　視覚に障がいのある人に、広報い
が市などのさまざまな情報を正確に
聞き取りやすく伝えるために必要な
知識と技術の習得（視覚障がい者理
解・録音資料概論・音声化技術・録
音技術など）
【対象者】
◦講習会の全日程に参加できる人
◦受講後も継続して活動できる人
【受講料】　無料
※テキスト代は実費負担（税込864円）
【申込期間】　
　９月 14 日㈪～ 18 日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　（福）伊賀市社会事業協会上野点字
図書館　☎ 23-1141
　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

危険物取扱者試験・
予備講習会

募集

◆危険物取扱者試験（後期）
【と　き】　
　11 月 21 日㈯
　乙種４類：午前 10 時～正午・午
後１時 30 分～３時 30 分
　丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分
【ところ】　伊賀市勤労者福祉会館（上
野丸之内 182-3）
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
　る願書に必要事項を記入の上、郵
　送してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②電子申請
　(一財) 消防試験研究センターのホー
ムページからお申し込みください。
【申込受付期間】　　
①９月 14 日㈪～ 28 日㈪
②９月 11 日㈮～ 25 日㈮
【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
◆危険物取扱者試験予備講習会
【と　き】　
　10 月 28 日㈬
　午前９時～午後５時
【ところ】　
　中消防署西分署　２階会議室
【定　員】　80 人
【申込受付期間】
　10 月１日㈭～ 15 日㈭
【申込先・問い合わせ】　
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

『フレッシュハーブの
　アレンジメント作り＆

ハーブのお話』講座

募集

　さまざまな種類のフレッシュハー
ブを使ったアレンジメント作りと、
ハーブの種類や自宅での育て方のコ
ツなどを紹介します。
　爽やかな香りの中でハーブティー
を飲みながら、お楽しみください。
【と　き】　10 月 10 日㈯
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】
　青山公民館　１階
【募集人数】
　20 人　※先着順
【内　容】　
◦フレッシュハーブを使ったアレン
　ジメント作り
◦ハーブについてのお話
【参加費】　500 円
※当日ご持参ください。
【申込受付開始日】　９月７日㈪
【申込方法】
　電話または青山公民館までお越し
いただき、お申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

産後ママ親子ヨーガ教室募集

　インストラクターの指導のもと、
親子でヨーガを体験し、日常の子育
てに生かしませんか？
　ぜひご参加ください。
【と　き】　10 月６日㈫
　午前 11 時～正午
【ところ】
　青山保健センター運動施設
【内　容】　親子でヨーガ
【対象者】　
　産後３カ月～ 1 年までの母と子
【持ち物】
　室内用運動靴・運動できる服装・
飲み物
【定　員】　15 組　※先着順
【参加費】　500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
　講習会を受講してください。( 当
　日可 )
　詳しくはお問い合わせください。
【申込受付開始日】　
　９月８日㈫　※電話予約制
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター
　☎ 52-2280　ＦＡＸ 52-2281

離乳食教室募集

　生後９カ月頃は、好き嫌いや手づ
かみ食べなどがみられる時期です。
この時期からの食事、おやつを一緒
に作ってみましょう。
【と　き】
　９月 18 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　
　講話「離乳食３回食を中心に」、
離乳食の調理と試食、栄養相談
【申込受付開始日】
　９月８日㈫
※電話予約制（定員 20 人、託児は
　先着 15 人まで。）
【申込先・問い合わせ】 
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666


