催し

ひゅーまんフェスタ 2016
～人権のユニバーサルを
めざして～

お知
らせ

プールを開設します

【とき・ところ】
○上野運動公園プール
【と き】 ７月 17 日㈰
７月 23 日㈯～８月 21 日㈰
午前 10 時～午後４時
午前 10 時～午後４時
≪休業日≫
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階
７月 27 日㈬、8 月３日㈬
【内 容】
○大山田 B&G 海洋センター・阿山
◆人権講演会
B&G 海洋センター
午後１時 30 分～３時
「在日ブラジル人からのラブコール」
７月９日㈯～８月 28 日㈰
講師：武蔵大学社会学部
午前９時～午後 10 時
≪休業日≫
教授 アンジェロ イシさん
大山田：７月 18 日(月・祝)を除く毎
※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ルー
週月曜日、７月 19 日㈫
プあり
阿山：毎週火曜日
※１歳～未就学児までの託児あり（受
付期限：６月 30 日㈭・定員 10 人） ※３施設とも天候などで開設期間や
◆学習イベント
時間を変更することがあります。
○午前 10 時～ 11 時
【利用料】
「やさしい日本語と外国人とのコ
一般：300 円
ミュニケーション講座」
中学生以下：150 円
○午前 11 時～正午
乳幼児：50 円
「障がい者とスポーツ」
※小学校２年生以下は保護者同伴
◆体験イベント
【問い合わせ】
○午前 11 時～午後４時
スポーツ振興課
「南米の楽器『チャクチャ』を作
☎ 22-9635 FAX 22-9852
ろう」
○午後１時～４時
催し 上野図書館の
「バリアフリー体験」など
廃棄雑誌を譲ります
◆非核平和コーナー
除籍した雑誌などをお譲りします。
午前 10 時～午後４時
【と き】 ７月２日㈯～ 17 日㈰
「広島へ折り鶴を届けよう」
※なくなり次第終了
◆人権啓発・活動紹介パネル展示
【ところ】
【問い合わせ】
上野図書館 １階玄関ホール
人権政策・男女共同参画課
※事前予約や、題名の案内はできま
☎ 47-1286 FAX 47-1288
せん。
【問い合わせ】 上野図書館
催し 認知症家族教室
☎ 21-6868 FAX 21-8999
認知症の人を介護する家族の学び
と情報交換の場です。
催し がん患者と家族の方の
【とき・内容】 ７月６日㈬
おしゃべりサロン in 伊賀
○講演：
同じ病気の人のお話を聞いたり、
午後１時 30 分～２時 30 分
お互いの悩みを話したり、一人で悩
「使える制度・財産管理・自立支
まずにお話しましょう。
援法など」
【と き】 ７月７日㈭
○つどい交流会：
午後１時 30 分～３時 30 分
午後２時 30 分～３時 30 分
【ところ】 ハイトピア伊賀 ４階ミー
【ところ】
（一財）上野病院 大会議室
ティングルーム
※申し込み不要
【対象者】 がん患者・家族など
※認知症の人が参加する場合は事前
※申し込み不要
にお問い合わせください。
【問い合わせ】
【問い合わせ】
三重県がん相談支援センター
地域包括支援センター（中部にん
☎ 059-223-1616
にんサポート伊賀）
健康推進課
☎ 26-1521 FAX 24-7511
☎ 22-9653 FAX 22-9666

インターネット

公売

○せり売り方式
⇒
（せ）
○入札方式⇒
（入）

公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
・
（入）：７月６日㈬ 午後４時
○（せ）
◆参加申込期限
・
（入）：７月 26 日㈫ 午後 11 時
○（せ）
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページでご確認ください。
【問い合わせ】 収税課
☎ 22-9612 FAX 22-9618
お知
らせ

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】※５月 25 日現在
熊本地震災害 450,614 円
東日本大震災 64,521,026 円
エクアドル地震 2,035 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、被災された方々
にお届けします。
【義援金箱の設置場所】
○本庁舎玄関ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】 医療福祉政策課
☎ 26-3940 FAX 22-9673
お知
らせ

ごみ集積場からの
無許可持ち去りは違法です

市または市の委託業者以外は、家
庭系一般廃棄物を収集・運搬するこ
とができません。
これに違反した場合は、20 万円以
下の罰金に処されますので、このよ
うな行為は絶対やめてください。
【問い合わせ】
さくらリサイクルセンター
☎ 20-9272 FAX 20-2575

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題
関ヶ原の戦いで、筒井定次が
属したのは何軍？
①東軍 ②西軍 ③南軍 ④北軍
（答えは６ページ）
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
高校生スタッフ

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

市では、行政情報番組「ウィーク
リー伊賀市」を制作しています。
その放送の中で活躍していただく
高校生スタッフを募集します。
【募集人数】 ４人
【対象者】
市内在住・在学の高校生で、出演
や打ち合わせのために広聴情報課、
伊賀上野ケーブルテレビ㈱にお越し
いただける人
※応募には保護者の同意が必要です。
【内 容】
ウィークリー伊賀市に出演し、原
稿を読んでいただきます。
【活動期間】
各高等学校の夏休みの期間
◆スタジオ収録日時：７月 29 日、
８月５日・12 日・19 日
すべて金曜日の午前９時 30 分～
正午頃
※出演はスタジオ収録日のうち１日
を予定しています。
※特集への出演をお願いする場合は
別途収録日を設けます。
【応募方法】
応募動機を 800 字以内でまとめ、
住所・氏名（ふりがな）
・学校名・学年・
性別・電話番号を記入の上、同意書
と合わせて、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。
【選考方法】 作文審査
【応募期限】 ７月１日㈮
【応募先・問い合わせ】
〒 518-0869
伊賀市上野中町 2976 番地の１
上野ふれあいプラザ２階
伊賀市企画振興部広聴情報課
☎ 22-9636 FAX 22-9617
kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

伊賀市 公式
フェイスブックページ
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▲

QR コード

催し

ライトピア
人権フェスティバル

「自分らしく生きる」をテーマに
楽しい歌のステージをお届けします。
【と き】 ７月８日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】
ライトピアおおやまだ ホール
【講 師】
シンガーソングライター 悠以さん
【問い合わせ】
ライトピアおおやまだ
☎ 47-1160 FAX 47-1162

募集

キンボール・ユニカール＆
３B 体操の
フォローアップセミナー

誰でも気軽に、無理なく楽しめる
「ニュースポーツ」を仲間と一緒に
体験してみませんか。
【と き】 ６月 26 日㈰
午前９時～正午
【ところ】 城東中学校 体育館
【対象者】
市内在住で 17 歳以上の人
【定 員】 50 人 ※先着順
【持ち物】 体育館シューズ
【申込方法】 セミナー名・住所・氏
名・年齢・性別・電話番号を、E メー
ル・ファックス・電話のいずれかで
お伝えください。
【申込期限】 ６月 24 日㈮
【申込先・問い合わせ】
スポーツ振興課（伊賀市レクリエ
ーション協会事務局）
☎ 22-9635 FAX 22-9852
sports@city.iga.lg.jp

催し

生涯学習セミナー 2016
『もっと知りたい万葉集』

◆第１回
【と き】 ７月２日㈯
午後１時 30 分～３時
『春過ぎて夏来たるらし』
【演 題】「
（巻１・二八）を中心に」
◆第２回
【と き】 ９月 30 日㈮
午後１時 30 分～３時
『吉野讃歌』
（巻１・三六
【演 題】「
～三九）を取り上げて」
【講 師】 京都大学大学院
准教授 佐野 宏さん
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
※申し込み不要
※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用
の場合は、講演中の駐車料金を市
が負担します。ただし、台数に限
りがあります。
※磁気誘導ループを設置します。車
いすでの聴講も可能です。
【問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692

催し

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

上野同和教育研究協議会は、「差
別のない明るい市民社会」の実現を
めざして、さまざまな活動を続けて
います。その活動の成果を確認し、
より積極的にこれからの活動に役立
てるため、連続講座を開催します。
【と き】 ６月 28 日㈫
講演：午後７時 30 分～９時
（受付：午後７時～）
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
募集 教育相談
【演 題】「部落問題基礎知識 一問
一答～部落問題学習編～」
子育てに関する悩みや障がいのあ
る子どもの就学について、教育相談 【講 師】 伊賀市教育委員会 教育
アドバイザー 木村 清俊さん
を実施します。
【と き】 ７月 22 日㈮・26 日㈫・ 【問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692
29 日㈮、８月１日㈪
上野同和教育研究協議会事務局
午前９時～午後５時
☎／FAX 26-7677
【ところ】
ゆめぽりすセンター ２階会議室
【申込期限】 ６月 23 日㈭
「広報いが市」の点字版・録
・小学校に通っ
※幼稚園・保育所（園）
音版を発行しています
ている場合は、それぞれの園・所・
希望される場合はお問い合わ
学校を通じてお申し込みください。
せください。
【申込先・問い合わせ】
【問い合わせ】 障がい福祉課
学校教育課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
☎ 47-1283 FAX 47-1290
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