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　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　伊賀は能楽の創始者、観阿弥、
世阿弥誕生の地とされますが、伊
賀市守田町に、それに因む公園
があります。それは（　　）公園
です。
①観阿弥　②世阿弥　③能楽　
④観世

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

「クールシェア」しましょうお知
らせ
お知
らせ

　夏の暑い日、家庭での電気使用の
半分以上はエアコンによるもので
す。そこで、１人１台のエアコンの
使用をやめ、涼しい場所にみんなで
集まってシェアする「クールシェア」
をしてみませんか。
　これは、スーパークールビズの一
環として、家庭や地域で楽しみなが
ら地球温暖化防止や節電をするため
の取り組みで、家族が１つの部屋で
過ごしたり、図書館や商業施設で涼
む、自然が多く涼しい場所に行くこ
となどです。
　クールシェアで家庭や地域の絆を
深め、夏を快適に乗り切りましょう。
【問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ   20-9107

９月１０日は「下水道の日」お知
らせ
お知
らせ

　下水道は、私たちの快適で衛生的
な生活を確保するとともに、河川な
どの公共用水域の水質保全に大きな
役割を担っています。
　その下水道施設を長く、快適にお
使いいただくため、油や髪の毛など
排水管が詰まるようなものを流さな
い、自然にやさしい洗剤を使うなど、
一人ひとりが心がけましょう。
【問い合わせ】
　上下水道部営業課
　☎ 24-0003　ＦＡＸ   24-0006

下水道の使用の届け出お知
らせ
お知
らせ

　下水道の使用を開始・休止すると
きや、使用人数などに変更があると
きは、届出書の提出が必要です。水
道の開閉栓とは連動していませんの
でお気をつけください。
　届け出先など、詳しくはお問い合
わせください。
※青山地区の市町村型浄化槽も届け
　出が必要です。
【問い合わせ】
　上下水道部営業課
　☎ 24-0003　ＦＡＸ   20-0006

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題の解決を図るために相
談を実施します。
【強化週間】　９月４日㈪～ 10 日㈰
【相談受付時間】
○平日：午前８時 30 分～午後７時
○土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【相談電話】　
　☎ 0570-003-110（全国統一番号）
【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課　
　☎ 059-228-4193
　ＦＡＸ   059-213-3319
【担当課】
　人権政策・男女共同参画課

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※７月 20 日現在
○熊本地震災害　555,055 円
○東日本大震災　64,578,571 円
○平成29年7月5日からの大雨災害
　1,829 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方
　々にお届けします。
【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・各支所（上野
支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ  22-9673

柘植歴史民俗資料館企画展催し

【と　き】
　10 月 15 日㈰までの午前９時～
午後４時 30 分
※月曜日を除く。
【ところ】
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【内　容】
　「蕉風俳諧理念を確立した紀行文

『おくのほそ道』より 切り絵で発句
解説 28 作品展」と題して、芭蕉と
曽良が『おくのほそ道』で詠んだ句
から主要な 28 句を選び、切り絵教
室の皆さんが制作した原画を解説付
きで展示しています。
【問い合わせ】
　柘植歴史民俗資料館
　☎／ＦＡＸ   45-1900
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ   47-1290

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】　９月７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　ＦＡＸ   22-9666

第２回 健康測定
丸之内はかり処

催し

　参加者が自由にコーナーを回る体
験型健康測定会です。気軽に体調確
認をしてみませんか。
【と　き】　9 月 5 日㈫
　受付時間：午後６時～７時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
【内　容】　テーマ：「こころ“ほっこ
り”しませんか？あなたの心理状態
を見える化します」
○上野病院スタッフによるプロの心
　理テスト
○タッピングタッチでこころ“ほっ
　こり”　など
【対象者】　市内在住・在勤の人
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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「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

いがまち人権センター
第２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
撤廃に向けて講座を開催しています。
【と　き】　９月８日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】
　部落差別解消推進法の施行に伴う
その意義と課題
【講　師】
　（一社）部落解放・人権研究所　所長　
　谷川　雅彦さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

環境ウォッチング 参加者募集

【と　き】　８月 29 日㈫　午前９時
※市役所本庁舎西玄関集合
【ところ】
　風のめぐみの館（青山高原ウィン
ドファーム関連施設）
【内　容】
　青山高原ウインドファームが設置
した風力発電に関する啓発関連施設
で、自然エネルギーについて学習し
ます。（１時間程度の視察）
【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生以下は保護者同伴）
【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　８月 21 日㈪～ 25 日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

パソコン教室 受講生募集

【と　き】
　11 月８日～平成 30 年１月 31
日までの毎週水曜日（計 10 回）
　いずれも午後１時 30 分～３時
※祝日・年末年始を除く。
※開催日時は都合により変更するこ
　とがあります。
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階視聴覚室
【内　容】　初めてパソコンを使う人
向けに、基本操作から簡単な文書作
成までを行います。
　講師：特定非営利活動法人
　アイ ･ コラボレーション伊賀
　居附　和幸さん
【対象者】
　市内在住で 20 歳以上の人
※初めて受講する人に限ります。
【料　金】　1,296 円（テキスト代）
【持ち物】　USB メモリ
【定　員】　10 人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電話・
来館のいずれかでお伝えください。
【申込期間】　９月７日㈭～ 20 日㈬
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　5 階
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日、祝日は☎ 22-9801 へ
　お問い合わせください。

離乳食教室募集

【と　き】
　９月 12 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】
　離乳食前期（１～２回食）の話・
離乳食の調理と試食
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】
　住所・子どもの氏名・生年月日・
参加する保護者の氏名・電話番号・
託児希望の有無を電話・ファックス・
来庁のいずれかでお伝えください。
【申込受付開始日】
　８月 24 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　4 階
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

あおやまキャラバン先生と
一緒に稲刈り体験

募集

～まなびあおやま子ども講座～
【と　き】
　９月 10 日㈰　午前９時 30 分～
【ところ】
　高尾地内（青山地域）
【内　容】
　カマで稲刈り体験・はさがけ・竹
とんぼ飛ばし・新米プレゼント
　講師：あおやまキャラバン先生
【対象者】
　3 歳以上小学生以下の子どもと保
護者
【料　金】　500 円
【定　員】
　30 人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を電話・
来館のいずれかでお伝えください。
【申込期限】
　９月４日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0292
　伊賀市阿保 1141 番地
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

　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。
　文字や写真・図や表などの様々な
情報を音声により聞き手に正しく伝
えるための知識と技術の習得をめざ
します。
【と　 き】　10 月 4 日、18 日、11
月１日、15 日、29 日、12 月 13 日、
平成 30 年１月 17 日、31 日、２
月 14 日、28 日、３月 14 日、28
日の全 12 回　（全て水曜日です）
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
【ところ】　上野点字図書館　（上野
寺町 1184 番地の２）
【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ができる人
【定　員】　10 人程度
【申込方法】　電話
【申込期間】
　８月 25 日㈮～９月８日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野点字図書館　☎ 23-1141
※日曜日・祝日を除く午前９時～午
　後５時まで
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

声のボランティア養成講習会募集


