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離乳食教室募集

　離乳食の進み具合はいかがです
か？９カ月頃は、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る
時期です。
　この時期からの食事、おやつを一
緒に作ってみましょう。

【と　き】　９月 19 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】 ９月８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

芭蕉さんの句碑めぐりと
ハンドベル in おおやまだ

募集

　大山田地域にある松尾芭蕉の句碑
を語り部と共にバスでめぐり、芭蕉
翁の好んだとされるこんにゃくの手
づくり体験や地元食材を使った昼
食、ハンドベルコンサートなどを楽
しんでいただきます。

【と　き】
　10 月 11 日㈯　午前９時～

【集合場所】
　大山田産業振興センター前（ア
ニーズ前）　河川敷駐車場

【定　員】　60 人　※先着順
【参加費】　3,000 円
【申込期限】　９月 19 日㈮
【申込先・問い合わせ】 
　伊賀市商工会　
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
　商工労働課　　
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

いがまち家庭教育講演会募集

【と　き】　９月 17 日㈬
　午後７時 30 分～８時 30 分

【ところ】 　いがまち公民館　ホール
【内　容】
　演題：「大人の先行く子どもたち
～大人が知っておくべきスマホ・
SNS のリスク～」
　講師：消費生活専門相談員
　　　　高橋　順子さん
※申し込み不要

【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

芭蕉翁生誕370年記念事業
記念講演『紅花と芭蕉さん』

＆対談

募集

　芭蕉さんが愛した紅花に関連する
メインイベントのお知らせです。
　菊池寛賞や NHK 放送文化賞など
各種の賞を受賞されている染織史
家・染色家で、2002 年東大寺大仏
開眼 1250 年慶賀法要にあたり管
長の紫衣などを制作されるなど、国
内はもちろん海外でも活躍する吉岡
幸雄さんを講師に迎え記念講演を行
います。当日は吉岡さんが制作され
た作品の展示もあります。この機会
に是非ご参加ください。

【と　き】　９月 28 日㈰
【内　容】
◆第 1部　記念講演
　午後１時 30 分～２時 20 分　
　講師：染色家　吉岡　幸雄さん
　テーマ：「紅花と芭蕉さん」
◆第 2部
　午後２時 30 分～３時 30 分
　テーマ：「伊賀のこと京都のこと」
　吉岡幸雄さんと岡本栄市長による
対談

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階大研修室

【定　員】　先着 150 人
【申込方法】　往復はがきに参加希望
人数・代表者氏名・代表者電話番号
を明記の上、持参または郵送で申し
込んでください。往復はがき 1 枚
につき 2 人まで応募できます。

【申込受付期間】
　9 月 8 日㈪消印～ 19 日㈮到着分

【申込先・問い合わせ】　〒518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　芭蕉翁生誕 370 年記念事業実行
委員会事務局（文化交流課内）
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

秋の文化財再発見ツアー募集

　市内には、数多くの貴重な文化財
があります。今回はその中でも建造
物に焦点をあて、４カ所の文化財施
設を巡るツアーを開催します。中に
は普段見ることができない文化財も
ありますので、この機会にお申し込
みください。

【と　き】　10 月４日㈯
　　　　　午後１時～５時

【見学場所】　西町集議所・廣禅寺輪
蔵・町井家住宅・栄楽館

【集合場所】　ハイトピア伊賀　５階
【移動手段】　徒歩とマイクロバス
【対象者】　20 歳以上の人
【定　員】　20 人
【案　内】　伊賀市文化財保護審議会
　　　　　委員　滝井　利彰さん

【申込方法】
　電話または直接ご来館いただき、
参加者の住所・氏名・電話番号・年齢・
人数を知らせてください。

【申込期間】　９月５日㈮～ 16 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、祝日のみ☎ 22-9801

伊賀の和菓子教室（後期）募集

　伊賀の創作和菓子をみんなで一緒
に作って、あま～いひとときを過ご
しませんか。

【と　き】　11 月６日㈭・12 月４
日㈭・２月５日㈭の計３回
　午後１時 30 分～３時 30 分頃

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　４階調理実習室

【対象者】　20 歳以上の人
【定　員】　20 人
【受講料】　各回 1,000 円
【講　師】　桔梗屋織居　中村　伊英さん
【申込方法】　電話または直接ご来館
いただき、参加者の住所・氏名・電話
番号・年齢・人数を知らせてください。

【申込期間】　９月 17 日㈬～ 26 日㈮
　午前９時～午後５時
※初めての人を優先しますが、過去
　に受講された人も申し込んでいた
　だけます。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、祝日のみ☎ 22-9801

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



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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高齢者の雇用・就業を
支援する技能講習会

募集

　55 歳以上で仕事を探している人
を対象に、次の２コースの技能講習
会を開きます。
◆調理スタッフ講習会

【と　き】
　10 月６日㈪から 30 日㈭のうち
の７日間

【ところ】　（公社）伊賀市シルバー人材
センターほか

【定　員】　20 人　
【申込期限】　９月５日（金）
◆フォークリフト講習会

【と　き】
　10 月 11 日㈯から 11 月４日㈫
のうちの５日間

【ところ】　（公社）伊賀市シルバー人材
センターほか

【定　員】　10 人
【申込期限】　９月 12 日㈮　
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　ＦＡＸ 23-2040

【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

防衛大学生募集募集

　防衛大学（一般前期）・防衛医科
大学医学科・防衛医科大学看護学科
の学生を募集します。

【応募資格】
　日本国籍の 18 歳以上 21 歳未満
で、高等学校・中等教育学校卒業ま
たは高等専門学校３年修了者など

（見込みを含む。）
【試験日】
○防衛大学：11 月 8 日㈯・９日㈰
○防衛医科大学医学科：
　11 月１日㈯・２日㈰
○防衛医科大学看護学科：
　10 月 18 日㈯

【試験会場】
　陸上自衛隊久居駐屯地（津市久居
新町 975）

【受付期間】
　9 月５日㈮～ 30 日㈫
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、「三重自衛隊」で検索してくだ
さい。

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部伊賀地域
事務所
　☎ 21-6720

伊賀地域創業スクール2014募集

【と　き】　９月 27 日・10 月４日・
11 日・18 日・25 日の５日間
　いずれも土曜日
　午前９時 30 分～午後４時 30 分

【ところ】　ゆめテクノ伊賀（産学官
連携地域産業創造センター）

【内　容】　創業を成功させるポイン
トなど開業基礎知識の習得とビジネ
スプランの作成

【定　員】　30 人　※先着順
【受講料】
　10,800 円（全国統一料金）

【申込期限】　９月 16 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

危険物取扱者試験・
予備講習会

募集

◆危険物取扱者試験（後期）
【と　き】　11 月 22 日㈯
○乙種４類：午前 10 時～正午・午
後１時 30 分～３時 30 分
○丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分

【ところ】　伊賀市勤労者福祉会館
( 上野丸之内 182-3)

【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
　る願書に必要事項を記入の上、郵
　送してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②（一財）消防試験研究センターのホー
　ムページからお申し込みください。

【申込受付期間】
①願書：９月 18 日㈭～ 29 日㈪
②ホームページ：
　９月 15 日（月・祝）午前９時～ 26 日
㈮午後５時

【問い合わせ】　（一財）消防試験研究
センター三重県支部
　☎ 059-226-8930
◆危険物取扱者試験予備講習会（乙
種４類対象）

【と　き】　10 月 31 日㈮
　　　　　午前９時～午後５時

【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室

【定　員】　80 人
【受付期間】　10 月１日㈬～ 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

障がい者福祉計画（中間案）
ご意見募集

募集

　「だれもが自分らしく暮らせるま
ちをつくる」を基本理念として、市
における障がい者のための施策に係
る基本方針を定めた第３次伊賀市障
がい者福祉計画を策定しています。
　今回、この中間案に関してご意見

（パブリックコメント）を募集します。
【募集内容】
　第３次伊賀市障がい者福祉計画

（中間案）に対するご意見
【閲覧方法】
　次の①～④にある資料または市
ホームページ
①障がい福祉課
②各支所住民福祉課
③各地区市民センター
④各隣保館
　点字版・音訳版が障がい福祉課と
各支所住民福祉課にありますので、
必要な場合はお問い合わせください。

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名を記
入し、ご意見（「該当箇所」とそれ
に対する「意見内容」）を記載のうえ、
郵送・ファックス・Ｅメール・持参
のいずれかで提出してください。
※提出いただいたご意見は、計画策
　定の参考資料とさせていただき、
　市の考え方などとあわせて、障が
　い福祉課・各支所住民福祉課・市
　ホームページで公表します。 
※個別の回答は行いません。
※いただいた意見書などは返却しま
　せん。

【募集期間】
　９月４日㈭～ 10 月３日㈮　※必着

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地 
　伊賀市健康福祉部障がい福祉課 
　☎ 22-9657
　ＦＡＸ 22-9662 
　　 shougai@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所住民福祉課
　でも受け付けます。

「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


