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いがまち人権センター・
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】　７月 25 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　私のおいたちと部落差別
【講　師】
　木津川市教育委員会社会教育課
　課長補佐　丸田　光昭さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

農業ふれあいまつり催し

【と　き】　７月 21 日（月・祝）
　午前９時～午後３時　※少雨決行
【ところ】　農業公園ふれあい広場
（予野 11440-2）
【内　容】
○地元農畜産物の展示即売
○園芸相談など
○伊賀産菜種油使用のドーナツの販売
○足湯・動物ふれあい広場・マジッ
　ク・餅まき　など
【問い合わせ】
　農業ふれあいまつり実行委員会
　☎ 39-1250
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

病院で働こう！
～オープンホスピタル～

催し

　中学生・高校生・
専門学校生・大学生の皆さんへ

　将来病院などで働こうと考えてい
る皆さん、医療の現場を体験してみ
ませんか。
　医師・看護師・薬剤師・放射線技
師・管理栄養士・臨床検査技師・臨
床工学技士・理学療法士などが仕事
の内容についてシミュレーター（体
験用の器材）などを使用して説明し、
疑似体験していただけます。
【と　き】　８月２日㈯
○開場：午前 11 時 45 分
○各部門プレゼンテーション（講
義）：午後０時 15 分～　　　　
○各ブースの業務体験・展示（院内
見学）：午後１時 30 分～３時
※申し込み不要
【ところ】　上野総合市民病院　西館
１階会議室ほか
【対象者】
　中学生・高校生・専門学校生・大
学生・一般
【内　容】
　内視鏡デモ器材を使っての手術体
験、採血体験・細胞観察、腹部エコー
機器の使用体験、栄養剤などの試飲
【問い合わせ】
　上野総合市民病院経営企画課　
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

七夕笹飾りコンクール催し

　銀座商店街では、夏の風物詩とし
て皆さんに親しまれている「七夕笹
飾りコンクール」を開催します。
　そこで、笹飾りの飾り付けをする
個人・団体の皆さんを募集します。
【開催期間】
　７月 30 日㈬～８月６日㈬
【内　容】
　笹竹は銀座商店街で準備します
が、飾り付けは各自でお願いします。

（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
○笹竹の支給：７月 28 日㈪
○笹飾りの搬入：７月 30 日㈬
【申込期限】　７月 16 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　ＦＡＸ 24-2065
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

いがまち人権パネル展催し

　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】
　７月８日㈫～ 17 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　７月は環境問題としてリサイクル
について展示します。
　限りある資源を有効に使うため、
再資源化のしくみを展示し、私たち
にできることをとりあげます。環境
問題について、みんなで一緒に考え
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事件の解決を
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】　７月２日㈬～ 30 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】　「差別と文化」
　被差別の立場にあった人たちが、
どのような文化の源流を作ったの
か、また生活を支えてきた仕事や産
業を紹介します。
【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

第30回青山夏まつり催し

【と　き】　７月 20 日㈰
　午後３時～９時 30 分
【ところ】
　青山ホール前・青山公民館周辺
【内　容】
　こども積み木広場・出店・盆踊り・
和太鼓演奏・ソーラン踊りのほか各
種ダンスの披露・花火の打ち上げ
【問い合わせ】
　第 30 回青山夏まつり実行委員会　
事務局（JA 伊賀南部農協青山支店）
　☎ 52-1121　ＦＡＸ 52-1744
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　ＦＡＸ 52-2174

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　7 月 22 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】
　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928 番地）
【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。
【問い合わせ】
　伊賀市地域包括支援センター（中
部）　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

自衛官になりませんか募集

夏休み親子お城ウォーク募集

　夏休みに、伊賀上野城の天守閣や
高石垣、俳聖殿を見学して、歴史を
感じてみませんか。お城では、甲

かっちゅう

冑
を付けたり、「た伊賀ーくん」と記
念撮影ができます。
【と　き】　８月９日㈯
　午前９時～午後０時 30 分（予定）
【集合場所】
　ハイトピア伊賀
【見学場所】
　上野公園・上野歴史民俗資料館
【対象者】　市内在住の小学生とその
保護者 15 組
※小学生だけの参加はできません。
【引　率】　いがうえの語り部の会会
員・文化財課職員
【参加料】　保護者のみ入館料が必要
【持ち物】　水筒・筆記用具
【申込方法】　電話または直接ご来館
いただき、参加者の名前・住所・連
絡先・年齢・人数を知らせてください。
【申込期間】　７月５日㈯～ 21 日㈪
　午前９時～午後５時
※申し込み多数の場合は、抽選を行
　い、結果を郵送します。　　　　
【申込先・問い合わせ】　上野公民館　
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
※土・日曜日、祝日は、☎ 22-9801
　で受け付けます。

読書感想文コンクール募集

①自衛官候補生・男子
②自衛官候補生・女子
③一般曹候補生
④海上・航空自衛隊航空学生
【応募資格】　
①②③ 18 歳以上 27 歳未満の日本
　国籍を有する人
④ 18 歳以上高卒（見込み含む。）で
　21 歳未満の日本国籍を有する人
【受付期間】
　①～④ 8 月 1 日㈮～ 9 月 9 日㈫
【試験期日・会場】
①③ 9 月 19 日㈮：陸上自衛隊久居
　駐屯地・9 月 20 日㈯：三重県伊
　賀庁舎（四十九町）
② 9 月 28 日㈰・29 日㈪：陸上自
　衛隊久居駐屯地
④ 9 月 23 日（火・祝）：陸上自衛隊久
　居駐屯地
【試験内容】
①②筆記試験・適性検査・身体検査・
　口述試験
③１次試験（筆記試験）、２次試験（口
　述試験・身体検査）　
※２次試験は、１次試験合格者のみ
④１次試験（筆記試験、適性検査）　
※２次・３次試験はそれぞれ１次・
　２次試験合格者にお知らせします。
　詳しくは「三重自衛隊」を検索す
るか、お問い合わせください。
【問い合わせ】
　防衛省自衛隊三重地方協力本部伊
賀地域事務所　☎ 21-6720

離乳食教室募集

　実際に離乳食を作ってどのくらい
の固さのものをあげたらいいのかを
知ることができます。
【と　き】　７月 17 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１～２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 10 人まで託
　児があります。（電話予約制）
【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・手ふきタオル
【受付開始日】
　７月７日㈪　※電話予約制
【申込先・問い合わせ】 　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

産後ママのボディー
コンディショニング

募集

　日常の子育てから少しはなれて、
インストラクターの指導のもとヨー
ガを体験しませんか。
【と　き】
　７月 30 日㈬　午前 11 時～正午
【ところ】　青山保健センター運動施設
【対象者】
　産後３カ月～ 1 年までの母親
【内　容】　ヨーガ
【定　員】　15 人　※先着順
※託児を受け付けています（要予約　
　定員あり）
【参加費】　500 円（施設入館料）
　施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。(当日可)
【持ち物】　室内用運動靴・運動でき
る服装・飲み物
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】　７月３日（木）
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター
　☎ 52-2280　ＦＡＸ 52-2281

　読書は豊かな人間性や考える力を
育みます。読書で感じたことを表現
してみませんか。一般の人の応募も
多数お待ちしています。
【課　題】　自由　※未発表のもの
【応募資格】　市内在住・在勤・在学の人
【応募区分】
　第１部　高校生・大学生・一般
　第２部　中学生
　第３部　小学生
【応募規定】
○縦書き 400 字詰め原稿用紙を使
　用し、応募は１人１点。
○原稿枚数は、第１部・第２部は５
　枚以内、第３部は３枚以内。
○題名は原稿の欄外へ記入し、氏名・
　住所・学校名などは、応募票に記
　入の上、原稿に添えて提出してく
　ださい。
※応募原稿は、返却しません。
【各　賞】　特選・入選の人には、賞
状と副賞をお渡しします。
【応募方法】　郵送・持参
【応募期間】
　９月３日㈬～ 10 月３日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之
内 40 番地の５　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

おやこDEのびのび教室募集

【と　き】　７月 16 日㈬・30 日㈬、
８月８日㈮・29 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～
未就学の幼児とその保護者　
【内　容】　親子のプール教室
【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どもは水遊
び用紙パンツ、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。
【申込受付開始日時】
　７月４日㈮　午前８時 30 分
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196


