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～伊賀上野城代の家族と暮らし～　
　武士の手紙から紐解かれる歴史が
見えます。伊賀上野城代の家族と暮
らしについて、“武士の手紙”から
見えてくることを『伊賀市史第５巻』
執筆員にお話しいただきます。
【と　き】
　10月 31日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　青山公民館　図書室
【講　師】
　京都造形芸術大学
　非常勤講師　寺嶋　一根さん
【定　員】　20人　※先着順　
【申込受付開始日】　10月８日㈫
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

武士の手紙を読む募集

第９回市展「いが」催し

第 28 回子どもフェスティバル
～自然の中であそぼうよ～

催し

　第９回伊賀市民美術展覧会（市展
「いが」）を開催します。
【と　き】
　10月 23日㈬～27日㈰
　午前 10時～午後７時　
※ 27日㈰は午後４時まで
　（入場は終了時間の 30分前まで）
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階
【展示作品】
　「絵画」「彫塑工芸」「写真」「書道」
の４部門の作品
【作品講評会】
　審査員が展示作品の解説をします。
　10月 27日㈰　午後３時～４時
《作品の受付・搬入》
【と　き】
　10月 15日㈫
　午前 10時～午後８時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階
※出品者資格・出品規定・作品規定
　などは募集要項や市ホームページ
　などでご確認ください。
《公開審査会》
【と　き】
　10月 16日㈬　午後１時～
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
※ハイトピア伊賀の駐車場は有料
※上野天神祭の期間中は交通規制が
　ありますのでご注意ください。
【問い合わせ】
　企画課
　☎ 22-9621
　ＦＡＸ 22-9628

【と　き】　11月９日㈯
　午前９時 30分～午後４時
【ところ】
　県立ゆめドームうえの　第１競技場
【内　容】
　創造力豊かな子どもたちの絵画展
示や、子どもたちが身近な素材で工
夫して作った、自然の不思議さ・お
もしろさなどを体感できるような遊
びがいっぱいです。
　ほかに保健コーナー・食育コー
ナー・伝承あそびや絵本の読み聞か
せなどがあります。
　また、スキップ楽団によるファミ
リーコンサートもあります。
【問い合わせ】
　社会福祉法人伊賀市社会事業協会
　☎ 21-5545　ＦＡＸ 23-6670
　こども家庭課
　☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646

第 48 回青山ふるさと美術
　　　　　　　  文化展覧会

催し

　青山文化サークル連絡協議会・青
山老人クラブ連合会・青山公民館が
共催で、青山ふるさと美術文化展覧
会を開催します。
【と　き】　
　10月 12日㈯～ 14日（月・祝）
　午前９時～午後５時
※ 14日（月・祝）は午後 1時まで
【ところ】　青山ホール
【展示内容】
　絵画・書道・彫塑・写真・工芸（生
活工芸含む）・生花など　
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

　中心市街地のにぎわい創出の一環
として、市有建物を物品販売などの
施設として利用していただくため、
出店者を募集します。
【使用物件】
　旧さな善（上野向島町）
　建物構造：木造２階
　床面積：327.19㎡
【募集期間】　随時
【使用時間】
　午前８時～午後６時
※物品販売などの利用可能時間につ
　いては、午前９時から午後５時まで
【使用料】　1,000 円／日
【申込方法】
　中心市街地推進課にある旧さな善
使用申込書に必要事項を記入の上、
提出してください。
※申込書は市ホームページからもダ
　ウンロードできます。
　詳細については、担当課までお問
い合わせください。
【問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

町家で出店しませんか募集

　いがまち人権センターでは毎月、
人権・平和・環境に関わる情報を発
信しています。
【と　き】
　10月８日㈫～ 24日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「多文化共生社会について」
　異なる文化を理解し認め合うこと
は、自分の生活を豊かにします。
　みんなで一緒にさまざまな文化に
ついて考えてみませんか。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　10月 26日㈯・27日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 27日㈰は、午後２時 30分まで
【ところ】
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター
【内　容】
　絵画・書道・写真・短歌・俳句・
生け花・盆栽・手芸などの展示、
特産品などの即売やチャリティーバ
ザーなど
【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

いがまち展覧会催し



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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　市内の交通事故死者数は年々増加
しています。中でも、高齢者の交通
事故死者が多いことから、高齢者を
対象とした参加・体験・実践型の交
通安全教室を開催します。
【と　き】　11月 19日㈫
　午前９時～ 11時 40分
【ところ】
　上野自動車学校（野間 233）
【内　容】
○交通情勢などについて
○自動車運転実技指導　などを予定
【対象者】　市内在住で 65歳以上の
自動車運転免許取得者
【定　員】　45人　※先着順
【申込受付開始日】　10 月 7日㈪
【申込方法】　電話・ファックス
　ファックスの場合は、住所・氏名・
性別・生年月日・電話番号を記載し
てください。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

　日ごろあまり料理をしないお父さ
んとその子どもを対象に料理教室を
開催します。
　親子で料理をする楽しさを味わっ
てみませんか？
【と　き】
　11月９日㈯　午前 10時～
【ところ】ハイトピア伊賀　４階調
理実習室
【対象者】　市内在住の親子
※小学校高学年までの子どもと料理
　初心者の父親
【定　員】　12組程度　※先着順
【参加費】　１組 500円
【持ち物】　米１合・エプロン・三角巾
【申込受付開始日】　10 月７日㈪
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

高齢者向け交通安全教室募集

おやこ DE のびのび教室募集

父
お や こ

子料理教室
「簡単！おしゃれ！に
　　　　カフェ風ごはん」

募集

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働課
　　　　　　　☎ 43-2306

【と　き】
　10 月 30 日㈬、11 月８日㈮・
22日㈮・27日㈬
　午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】
　市内に住所のある１歳から未就学
の幼児とその保護者　
【内　容】　
　親子のプール教室です。水に触れ、
慣れることを目的に開催します。保
護者の運動不足解消にもなります。
【定　員】　15組
【持ち物】
　水着・スイミングキャップ・オム
ツの取れていない子は水遊びパン
ツ・タオル・飲み物など
【参加費】　まめの館利用料
　大人：300円　
　子ども（3歳以上）：100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】
　10月９日㈬
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196

中心市街地空き店舗等
　　　　　  活用支援事業

募集

　中心市街地の活性化を図るため、
区域内にある空き店舗などを活用し
て店舗などを開設する事業者に補助
金を交付します。
【対象者】
　空き店舗などを活用して事業を行
う個人・法人・市民活動団体など
【対象事業】
①小売業・飲食業・サービス業など
※倉庫・駐車場・風俗業・遊戯業・
　貸金業などは除く。
②公益活動事業
【募集期限】
　10月 31日㈭
※補助内容や交付の条件など、詳し
　くはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

　県内での自主防犯活動の継続を支
援し、またこれから活動を始める人
に役立てていただけるよう講座を開
催します。
【と　き】
① 10月 26日㈯
② 11月９日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
【ところ】
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
【対象者】
　防犯ボランティア関係者など
【定　員】
　100人
【申込方法】
　総合危機管理室にある申込用紙に
必要事項を記入の上、持参または
ファックスで申し込んでください。
※電話・Ｅメールでも受け付けます。
　詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
　三重県環境生活部
　交通安全・消費生活課くらし安全班
　☎ 059-224-2664
　ＦＡＸ 059-228-4907
　　anzen@pref.mie.jp
　総合危機管理室
　☎ 22-9640
　ＦＡＸ 24-0444
　　kikikanri@city.iga.lg.jp

【と　き】
　11月６日㈬　午前９時～正午
【ところ】
　消防本部　１階会議室
【対象者】
　店舗・病院・集会場・遊技場な
ど不特定多数の人が入る収容人員
が 300人以上の特定防火対象物で、
甲種防火管理者に選任されている人
【定　員】
　30人　※先着順
【申込受付期間】　
　10月 21日㈪～ 25日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
【申し込みに必要なもの】
○写真１枚（横３cm×縦４cm）
○印鑑
○テキスト代：1,400 円
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

甲種防火管理再講習会募集

犯罪のないまちづくり
 リーダー養成講座 in 伊賀

募集
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