
8広報いが市 2017 年（平成 29 年） ９月 15 日号9 広報いが市 2017 年（平成 29 年） ９月 15 日号

※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。

伊賀上野 灯りの城下町催し

　街中に多く
の行灯が並べ
られます。
　美しい灯り
でつなぐ、普
段とは違った

夜の城下町の風情をぜひお楽しみく
ださい。
【と　き】
　10 月７日㈯～９日（月・祝）
※イベントにより開催日時が異なり
　ます。詳しくは市ホームページを
　ご覧ください。
【ところ】
　上野市駅周辺
【内　容】　
○上野天神宮の拝殿で楽しめる「街
　道寄席」
○温かい灯りの作品と美しい生け花
　が彩る「灯りと華のプロムナード」
○ライブ　○縁日
○和傘灯りの設置
○プロジェクター投影　など
※伊賀肉など豪華商品が貰えるフォ
　トコンテストも開催します。
※ 10 月６日㈮～ 15 ㈰の間は城下
　町エリア 26 店舗でお得なオリジ
　ナルメニューが楽しめる「城下町
　バル」を開催します。
【問い合わせ】
　伊賀上野灯りの城下町実施委員会

（上野商工会議所観光部会内）
　☎ 21-0527　FAX  24-3857
【担当課】　商工労働課

土地無料相談会催し

　地価調査基準地価格の公表を受け、
これについて広く市民の皆さんに理
解と周知を図るため、土地の無料相
談会を実施します。
【と　き】
　10 月２日㈪
　午前９時 30 分～正午
【ところ】
　本庁舎　２階第３会議室
【相談内容】
　地価・地代・家賃・土地利用につ
いて
※詳しくは、三重県不動産鑑定士協
　会へ直接お問い合わせください。
【相談員】
　(一社) 三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314　FAX   43-2317
　(一社) 三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

催し

　認知症についてどなたでも集える
場所です。
　ゆっくりした時間をスタッフと一
緒に過ごしませんか。
【と　き】
　10 月 10 日㈫
　午前 10 時～正午
【ところ】
　伊賀シルバーケア豊壽園（久米町
872 番地の１）
【料　金】　100 円
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　FAX  24-7511

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　10 月３日㈫～ 26 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 12 日㈭・19 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】　「知っていますか 部落地
名総鑑事件」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX  45-9130

離乳食教室催し

【と　き】
　10 月 13 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】
　離乳食初期～完了期の話・実演見
学・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具など
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX  22-9666

第 25 回
ひじきコスモス祭り（収穫祭）

催し

　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。
【と　き】　10 月８日㈰
　午前 10 時～午後 3 時
※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校周辺
【内　容】　
○地元の旬の野菜・菜種油で揚げた
　ドーナツ・答志島の海産物・伊賀
　米（比自岐産コシヒカリ）などの
　販売
○舞台アトラクション
○バザーコーナー
○杵つき餅実演　
【問い合わせ】
　ひじきコスモス祭
り実行委員会（比自岐
地区市民センター内）
　☎／FAX  37-0029
【担当課】
　農林振興課

　　

【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
　市政の情報をお伝えします。
　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。

２次元コード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
　　　　行政情報番組



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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庭木の整枝剪定講習会募集

　市民の皆さんに、庭木づくりに対
する関心と樹木への親しみを深めて
いただくために講習会を開催します。
【と　き】
　10 月５日㈭
　午前 10 時～午後３時
※雨天時は 10 月 10 日㈫に延期し
　ます。
【ところ】　上野公園内
　受付場所：芭蕉翁記念館前
【内　容】
　庭木などの整枝剪定作業の実習
　講師：市内の造園事業者
【持ち物】
　弁当・水筒・剪定用具（木バサミ・
剪定バサミ・刈込みバサミなど）
【申込方法】
　電話・ファックス
※ファックスの場合は住所・氏名・　
　電話番号を明記してください。
【申込期限】
　９月 29 日㈮　午後５時 15 分
【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314　FAX 43-2317

健康体操教室
｢気のめぐりと健康｣

募集

【と　き】　10 月 28 日㈯
　午後１時 30 分～３時
【ところ】　伊賀市盲人ホーム（上野
寺町1184 番地の３）
【内　容】　日常生活の中で手軽に行
える ｢健康体操教室｣ を開催します。
　講　師：健康体操指導員
　木下　美佐子さん
※動きやすい服装でご参加ください。
【対象者】　日頃から体の疲れがある
人や健康に関心のある人
【定　員】　20 人程度
【申込方法】
　電話でお問い合わせください。
【申込期限】　10 月 10 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市盲人ホーム　☎ 23-1511
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　FAX 22-9662

国際交流フェスタ催し

～みんなで踊ろう世界のダンス～
　この秋、あなた
も国際交流を体験
してみませんか。
　フラダンス・エ

イサー・カントリーダンス、ベリー
ダンス・マリネラなど、世界のダン
スを紹介します。
　会場にお越しの皆さんも自由に
踊って楽しんでください。
　また、世界の料理が食べられる屋
台やスタンプラリー、伊賀の産品が
当たるお楽しみ抽選会もあります。
　ぜひお越しください。
【と　き】
　10 月８日㈰
　午前 10 時～午後３時
【ところ】
　とれたて市ひぞっこ　西側駐車場

（平野西町１番地の１）
※雨天決行
【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629　FAX 22-9631
　市民生活課
　☎ 22-9702　FAX 22-9641

上野天神祭
だんじりウォーク

募集

　西町・中町・小玉町・鍛冶町・新
町のだんじり幕（新幕と旧幕）を歩
いて巡りながら、専門家から復元新
調についての説明を聞きます。
　新たな視点で上野天神祭を楽しみ
ませんか。
【と　き】
　10 月 20 日㈮
　午後１時～４時　※小雨決行
　（受付：午後０時 30 分～）
【ところ】
　上野西町集議所（集合）
【定　員】
　30 人　※先着順
【申込方法】
　氏名・電話番号を、電話・ファッ
クスのいずれかでお伝えください。
【申込期間】
　９月 25 日㈪～ 10 月 17 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290

講演会「仕事もプライベートも
思いどおりになる！
コミュニケーションスキル」

募集

　効果的なコミュニケーションスキル
を学び、日常に生かしてみませんか。
【と　き】
　10 月 25 日㈬
　午後 6 時 30 分～ 8 時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室
【内　容】　講演会
　講師：上野病院　ISO コンサルタ
　ント　植松　博之さん
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】
　90 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　10 月４日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666
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第１回 結婚支援の取組
検討ワークショップ

募集

～結婚について一緒に考えませんか～
　伊賀市の未婚
率が上昇してい
る状況を改善す
るために必要な
ことを皆さんと

一緒に考えるワークショップを開催
します。
【と　き】　10 月 14 日㈯
　午前 10 時～正午
【ところ】
　本庁舎　２階第３会議室
【対象者】　20 歳～ 40 歳までの人
【定　員】　20 人
※申し込み多数の場合は抽選。　
【申込方法】　住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を、電話・ファックス・E メー
ルのいずれかでお伝えください。
【申込期限】　９月 29 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社（担当：松木・北中）
　☎ 080-9880-0388
　☎ 080-4613-5252
　FAX 03-6730-9659
　　ko1matsuki@tohmatsu.co.jp
　　skitanaka@tohmatsu.co.jp
【担当課】　こども未来課


