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おおやまだ人権大学講座
修了生研修会

催し

【と　き】　１月 14 日㈬
　午後７時 30 分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【演　題】　部落問題解決に向けて
【講　師】
　近畿大学　教授　奥田　均さん
※託児があります。事前に予約して
　ください。
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　FAX 47-1162

男女共同参画セミナー催し

　性別にとらわれず人権を尊重し個
人の能力を十分に発揮できる男女共
同参画社会をめざして必要なヒント
を得る機会として、男女共同参画セ
ミナーを開催します。
【と　き】　１月 29 日㈭
　午後７時 30 分～９時
【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール
【演　題】
　『防災・減災と男女共同参画』
【講　師】　フレンテみえ
　　　　　服部　亜龍さん
【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　FAX 45-9120

大山田温泉さるびの
1月イベント情報

催し

○椚
くぬぎ

屋花市
【と　き】
　１月 10 日㈯・11 日㈰
　午前 10 時～午後５時
【内　容】
　洋ランの特売など
○さるびのチンドン公演
【と　き】　１月 17 日㈯　
　午前 11 時～、午後１時～
【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

　伊賀連携フィールドでは、忍者研
究者による「忍者」をテーマとした
講座を開催しています。
【と　き】　２月１4 日㈯
　午前 10 時 30 分～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀３階
【演　題】　忍者の食
【講　師】
　三重大学社会連携研究センター　
　特任教授　久松　眞さん
【問い合わせ】
　三重大学人文学部チーム
　☎ 059-231-9194
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

伊賀連携フィールド２０１４
市民講座「忍者・忍術学講座」

催し

『人形劇がやってくる』
～図書室公開講座～

募集

　マンマミーダによる人形劇“かち
かち山”の上演と、絵本の読み聞か
せや紙芝居をします。家族で一緒に
お楽しみください。
【と　き】
　２月 19 日㈭
　午前 10 時 30 分～
【ところ】　青山図書室
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110
　FAX 52-1211

消防出初式催し

【と　き】　1 月 11 日㈰　午前 8 時～
【ところ】　ゆめドームうえの
※雨天時：同会場
【内　容】
　通常点検・表彰・車両パレード・
幼年消防クラブ員による防火の誓い

（演技披露）
※一斉放水については、各地域で実
　施します。
【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　FAX 24-9111

モダニズム建築の巨匠
「坂倉準三」学習会

催し

　上野丸之内地区に多くの建築物を
遺した、建築家坂倉準三の思いと坂
倉建築「伊賀市庁舎」の文化財的価
値を知るための学習会を開催します。
【と　き】
　１月 25 日㈰　午後１時～
【ところ】
　上野西小学校　多目的ホール
【内　容】
○第１部：講演会・対談
　講師：鹿児島大学
　　　　教授　鯵坂　徹さん
　対談：鯵坂　徹さん
　　　　伊賀市長　岡本　栄
○第２部：フィールドワーク
　案内人：一級建築士
　　　　　滝井　利彰さん
　ゲスト：三重大学
　　　　　准教授　浅野　聡さん
【定　員】　100 人　※先着順
【問い合わせ】　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　FAX 22-9628

　　

【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
ルを送信します。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」

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

ご意見をお聞かせください

間伐材の
木質バイオマス利用説明会

催し

　未利用間伐材を木質バイオマスと
して活用し、森林の整備を進めまし
ょう。
【と　き】　１月 13 日㈫　午後 7 時
【ところ】
　三重県伊賀庁舎　３階中会議室

（四十九町 2802 番地）
【内　容】
　未利用間伐材の買い取りに必要な

「伐採届出書」など間伐材の証明に
ついての説明を行いますので、ぜひ
ご参加ください。
【問い合わせ】
　伊賀地域木質バイオマス利用推進
協議会（農林振興課内）
　☎ 43-2301　FAX 43-2313



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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トレ教室募集

　寒さが厳しくなってきた今が、脂
肪燃焼のチャンスです。
　ヨガやアロマストレッチでリラッ
クスしながら運動しませんか。
【と　き】　
　１月 23 日、２月６日・20 日、
３月 13 日・20 日　すべて金曜日
　午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】　市内在住の 20 歳以上
65 歳までの人
【内　容】　アロマを使ったストレッ
チやヨガなどでリラックスしながら
脂肪を燃焼しやすい体づくりをします。
【定　員】　15 人
【参加費】
　まめの館利用料　300 円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。
【申込受付開始日時】
　１月９日㈮　午前８時 30 分
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　FAX 59-3196

市有地売却募集

　市が保有している土地を、次のと
おりプロポーザル方式により売却し
ます。
【物　件】　
○平野西町１番
○平野城北町 68 番
○服部町３丁目 117 番２
※分筆予定です。
※物件ごとに実施します。
【参加申込期限】　
　１月 26 日㈪　午後５時
※提出方法は持参に限ります。
※参加資格を認めた場合は、提案
　書などを提出いただきます。
【提案書などの提出期間】
　２月２日㈪～ 23 日㈪
※提案書のプレゼンテーションとヒ
　アリングで審査します。
【資料閲覧期限】　２月 23 日㈪
　午前９時～午後５時（ただし、正
午から午後１時は除く。）
※土・日曜日、祝日を除く。
※参加する場合は、必ず実施要領な
　どを確認してください。
【提出先・問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　FAX 24-2440

フットサルフェスティバル
参加チーム

募集

【と　き】　２月８日㈰　午前９時～
【ところ】
　ゆめドームうえの　第１競技場
【募集チーム】※先着順
○オープン（フリー）：５チーム
○エンジョイ（フリー）：10 チーム
○ミックス（試合に女性が１人以上
　出場すること）：５チーム
【参加料】　１チーム：11,000 円
【申込方法】
　電話で依頼し、申込用紙を記入の
上、返信してください。
【申込期間】
　１月５日㈪～ 30 日㈮
※参加資格など、詳しくはお問い合
　わせください。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市サッカー協会フットサル委
員会　☎ 090-7863-6411（中林）
　☎ 090-5137-9694（藤田）
　　futsalarea.nabari@pnw.to
【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　FAX 22-9666

離乳食教室募集

　離乳食の進み具合はいかがです
か？９カ月頃になると、好き嫌いが
出てきたり、自分の手で食べたり、
家族と同じ食卓で楽しくおいしく食
事ができたりとめざましい成長がみ
られます。
　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】
　１月 30 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
※調理実習の際、先着 15 人まで託
　児があります。（電話予約制）
【定　員】　20 人
【持ち物】　
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル
【申込受付開始日】　１月 15 日㈭
※先着順・電話予約制
【申込先・問い合わせ】　
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

ウィッツ青山学園高等学校
入学者募集

募集

　「意育」を理念に掲げる、市が認
可した単位制の高等学校です。
【募集人数】
○全日制課程（通学生・寮生）：20 人
○通信制課程：400 人
【入試日・出願期間】
○全日制課程
• Ａ日程（通学生）：１月 23 日㈮
　１月８日㈭ ～１月 21 日㈬
• Ｂ日程（寮生）：２月 15 日㈰
　１月８日㈭  ～２月 10 日㈫
• Ｃ日程（共通）：３月 26 日㈭ 
　１月８日㈭  ～３月 25 日㈬
○通信制課程：個別
　１月８日㈭ ～３月 25 日㈬
【試験内容】
＜通学生＞
　作文・面接・学科試験【国・数・英】
＜寮生＞
　作文・面接・学科試験【国・数・英】
＜通信制＞
　作文・面接
【受験料】
　15,750 円
【合格発表】
　試験日から 10 日以内に通知
※転入学についても、随時対応します。
※個別学校見学会は電話、ファック
　スなどでお申し込みください。
【応募先・問い合わせ】
　ウィッツ青山学園高等学校
　（担当：井上）
　☎ 53-1190　FAX 53-1192
　教育総務課
　☎ 47-1280　FAX 47-1281

　

●２月３日（火）
　午前９時 10分～
　　　　10時 30分
　大山田保健センター　

献血のご案内

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662


