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子育て講演会催し

【と　き】
　２月 19日㈰
　午後１時 30分～３時
　（開場：午後１時）
【ところ】
　あやま文化センター　さんさん
ホール
【演　題】
　「子どもたちのセロトニン＆オキ
シトシン生活～愛情いっぱい幸せに
なる処方箋～」
【講　師】
　東邦大学　名誉教授
　有田　秀穂さん
【託　児】　※事前申し込み必要
○対　象
　１歳以上の未就学児
○申込期限
　２月８日㈬
【申込先・問い合わせ】
　保育幼稚園課
　☎ 22-9655
　℻  22-9646

映画「徘徊」上映会催し

　高齢者の徘徊をテーマにしたド
キュメンタリー映画を上映します。　
　認知症について考えてみませんか。
【と　き】
　2月 25日㈯
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀　
3階伊賀の間
【内　容】
◆上映会
　「徘徊～ママリン 87歳の夏～」　
　（上映時間約 80分）　※字幕あり
◆講演会（上映後）
　演題：「介護体験をとおして」
　講師：認知症の人と家族の会
　　　　辻中　孝子さん
※手話通訳、磁気誘導ループあり
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　℻  24-7511

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　２月 27 日㈪までの午前８時 30
分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】
　「LGBTとは？ さまざまな性につ
いて考える」
　さまざまな性のあり方を理解し、
すべての人たちが自分らしく生きら
れる世の中について、一度考えてみ
ませんか。小学生にも理解しやすい
内容になっています。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　柘植歴史民俗資料館では、「芭蕉
さんの文芸『俳諧』を知ろう！『ふ
たりで百首』歌仙かるた原画展」を
開催しています。
　芭蕉さんと門人の２人で詠んだ歌
仙２句を 100 組選び、イメージ画
を添えて「百人一首」のようなかる
たを作成し、その原画を解説付きで
展示しています。
【と　き】
　４月９日㈰までの午前９時～午後
４時 30分
※毎週月曜日を除く。
※２月 22日㈬午前 10時から展示
　の解説を行います。
【ところ】
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【問い合わせ】
　柘植歴史民俗資料館
　☎／℻  45-1900
　文化財課
　☎ 47-1285
　℻  47-1290

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

空き家相談会催し

【と　き】
　３月 16日㈭
　午前 10時～午後 4時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１
【内　容】
　資産活用・管理・改築・解体・相
続・境界・税・成年後見など空き家
に関するさまざまな相談
【相談員】
　宅建士・税理士・司法書士・土地
家屋調査士・不動産鑑定士・建築士
や建設業の専門家
【問い合わせ】
　（公社）三重県宅地建物取引業協会
事務局　☎ 059-227-5018
　市民生活課
　☎ 22-9676　℻   22-9641

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
まずにお話ししましょう。
【と　き】
　３月２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
【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　℻   22-9666

　市政の情報をお伝えします。
【今月の特集】
　「お薬手帳は１冊にしましょう」
「税の申告が始まります」など
　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。

　     行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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いがまち人権センター
第４回解放講座

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】
　２月 17日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】いがまち人権センター
【演　題】
　「しらさぎ識字学級 25 周年を迎
えて これからの課題」
【講　師】
　しらさぎ識字学級
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

サークルまつり催し

　上野サークル協議会所属のサーク
ル活動の発表会です。ぜひお越しく
ださい。
【と　き】　
○３月４日㈯
　午前９時～午後４時 30分
○３月５日㈰
　午前９時～午後４時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室、学習室１・２、ギャラリー
【内　容】
〈展示部門〉
　絵画・書・伊勢型紙・切手・盆栽・
生け花・陶芸など
〈舞台部門〉　
　詩吟・民謡・マジック・演劇・大
正琴・ダンス・合唱・尺八など
【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　℻  22-9692

台東県（台湾）の紹介・展示催し

　昨年１月 21日に自治体連携を締
結した台東県（台湾）のことを知っ
てもらうため、文化の紹介や現地か
ら寄贈された民俗工芸品・パンフ
レットを展示します。
　ぜひお立ち寄りください。
【と　き】
　２月 28日㈫まで　
　午前９時～午後５時
※第１・３日曜日、祝日を除く。
【ところ】　多文化共生センター（上
野東町 2955番地）
◆台東県産のお茶を楽しむ講座　
○とき：２月 26日㈰
　　　　午後２時～３時 30分
○定員：15 人程度
○費用：500 円
○申込先：市民生活課（多文化共生
センター）
【問い合わせ】
　市民生活課（多文化共生センター）　　　
　☎ 22-9629　℻  22-9631

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【とき・内容】
　２月 28日㈫
○午後１時 30分～２時 30分
　運動インストラクターによる運動
療法
○午後２時 30分～４時
　認知症の人を介護する家族の情報
交換
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【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
前にご連絡ください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　℻  24-7511

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　２月 13日㈪～３月 31日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※２月17日㈮・24日㈮は午後７時
　30分まで延長して開館します。
【ところ】
　いがまち人権センター
【内　容】
　「部落差別撤廃のための 2016 年
度いがまち人権センター活動紹介」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

　

●２月 12日（日）
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内

第32回大山田芸術文化祭催し

　子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域活動の成果を発表します。
○展覧会（作品展示）
【と　き】
　２月 18日㈯・19日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】
　大山田 B&G海洋センター
【内　容】　絵画・書・彫塑・手工芸・
生け花など
○芸能大会
【と　き】
　２月 19日㈰　午後１時～
【ところ】
　大山田農村環境改善センター　
【内　容】
　日舞・詩吟・大正琴など
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130
　℻  46-0131

梅まつり催し

　年に一度、梅が
咲く頃に集まり、
笑いの中から、人
と人とのつながり
を深めます。
【と　き】
　２月 24日㈮　午後 7時～ 9時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○ちんどん富都路
○人権劇（布引住民自治協議会うめ
ぼし座）
○落語（笑福亭鶴笑）
○コーラスグループ サラダ
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162

「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　℻   22-9662


