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　12ページの答え　
③米問屋
　上野西町は近世以来問屋街とし
て栄え、この建物は明治期までは
米問屋でしたが、明治の終わりに
町所有となり、以来集議所（集会
所）として使用されています。今
でも敷地の奥には当時の大きな米
蔵が残されています。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

　　

【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。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。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」

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　１月８日㈮～ 21 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】
　「人権まんがパネル」
　1970（昭和 45）年に仙台法務
局で作成されたパネルの複製を展示
します。45 年前の人権課題が現在
も同様の課題としてあることを見て
いただけます。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

消防出初式催し

【と　き】
　１月９日㈯　午前９時～
【ところ】　ゆめドームうえの　　
※雨天時も同会場
【内　容】
　分列行進・車両パレード・通常点
検・表彰・幼年消防クラブ員による
防火の誓い（演技披露）
【問い合わせ】
　消防本部消防救急課　
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

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、少子化・高齢化の時
代のまちづくりを、防災・減災をキー
ワードに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】
　「少子高齢化の視点でみる男女共
同参画と防災・減災～だれもが安心・
安全な避難所のために～」
【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

伊賀市更生保護女性の会
チャリティーバザー

催し

【と　き】　２月７日㈰
　午前９時 30 分～午後２時 30 分
【ところ】
　うえせん白鳳プラザ（上野東町
2957 番地）　
【内　容】
　日用雑貨などを販売
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　寺田市民館では、部落差別をはじ
めとするあらゆる差別の解消をめざ
して、毎月テーマを変えて、「じん
けん」パネル展を開催しています。
【と　き】
　１月５日㈫～ 27 日㈬　
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー
【内　容】
　「同和問題を解決するために歴史
から学ぶこと」
　同和問題を解決するためには、部
落差別の歴史からひも解くことが重
要です。
　なぜ身分制度が作られたのか、部
落内外で身分制度が生活や心境にど
のような影響を与えたのか。部落差
別の本質を見抜き、この同和問題の
歴史を学ぶことが人権を尊重する社
会につながっていることを紹介する
パネル展です。
【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

第 14 回 三重大学発
産学官連携セミナー

催し

　三重大学伊賀研究拠点は、大学の
「知」と伊賀地域・企業の「地域資源」
との連携により、地域活性化に取り
組んでいます。
　今回は繁栄する企業の特徴に関す
る講演を中心に開催します。
【と　き】
　２月５日㈮　午後１時 30 分～
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
【内　容】
◆講演
①「時代を超えて繁栄する企業―し
なやかで強い企業の三つの特徴―」
　講師：リーダーシップ・アカデミー
　TACL 代表
　ピーター・D・ピーターゼンさん
※講演は日本語で行われます。
②「海外でどうして忍者が人気なのか」
　講師：三重大学人文学部　教授
　山田　雄司さん
◆報告
①「夏の科学実習報告」
　三重県立上野高等学校
　理数科 1 年生
②「中高大連携によるバイオマスエ
ネルギーの利用」
　桜丘中学校・高等学校
　サイエンスクラブ
③「伊賀研究拠点の活動報告」
　三重大学社会連携研究センター
　伊賀研究拠点副所長　久松　眞さん
④「忍者（NINJA）展の開催につ
いて」
　三重大学社会連携研究センター
　伊賀研究拠点副所長　久松　眞さん
【問い合わせ】
　三重大学伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　ＦＡＸ 41-1062
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

④



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

14広報いが市 2016 年（平成 28 年） １月合併号15 広報いが市 2016 年（平成 28 年） １月合併号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

お干菓子づくり体験講座募集

　江戸時代から伊賀に伝わるお干菓
子作りを体験します。　　 
　和菓子で季節の演出を楽しみま
しょう。
【と　き】　2 月 15 日㈪
　午前 10 時～正午
【ところ】　青山図書室
【講　師】
　桔梗屋織居　18 代目当主
　中村　伊英さん
【参加費】　500 円
【申込受付開始日時】
　１月 12 日㈫　午前８時 30 分～
※事前申し込み必要
【申込方法】
　電話または直接来館してください。
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

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

世界なっ得ゼミナール募集

　世界なっ得ゼミナール「中国の料
理と文化」に参加しませんか。
　楽しくお話をしながらおいしい中
国料理を一緒に作りましょう。
【と　き】
　１月 24 日㈰
　午前 10 時～午後２時
【ところ】
　伊賀北部農業協同組合河合ふれあ
い店　２階調理室
【講　師】
　楊　慧敏さん
【対象者】
　小学生以上　
※小学校４年生以下、保護者同伴
【定　員】
　30 人　※先着順
【参加費】
　500 円／人
【参加申込受付開始日時】　
　1 月 6 日㈬　午前９時～
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　　
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

忍にん体操連続講座募集

～まなび青山一般講座～
　健康を維持し、日常生活にゆとり
を持てるよう、楽しく健康づくりを
行うための 3 回連続講座です。
　「忍にん体操」で、元気な体をつ
くりましょう。
【と　き】
①１月 26 日㈫
②２月 17 日㈬
③３月 8 日㈫
　いずれも午前 10 時 30 分～
【ところ】
　青山公民館
【参加費】　300 円
※初回に徴収します。
【申込受付開始日時】　　
　１月 12 日㈫　午前８時 30 分～
【申込方法】
　電話または直接来館して申し込ん
でください。
※動きやすい服装・靴で参加してく
　ださい。
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

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やおやつを一
緒に作ってみましょう。
【と　き】　１月 21 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７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

フットサルフェスティバル
参加チーム

募集

【と　き】
　２月７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
○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）
　10 チーム
【参加料】　11,000 円／チーム
【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㈫～ 31 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

「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

　

●１月 24日（日）
　午前 10時～
　　　　11時 30分
　午後１時～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内


