
14広報いが市 2017 年（平成 29 年） １月合併号15 広報いが市 2017 年（平成 29 年） １月合併号

産学官連携セミナーｉｎ伊賀催し

【と　き】　２月 10 日㈮
　午後１時 30 分～
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
【内　容】　忍者と産学官連携
◆忍者研究と全国の忍者観光活動
＜報　告＞
　「三重大学の忍者研究と忍者展」
　伊賀研究拠点　副所長
　久松　眞さん
＜基調講演＞
　「日本忍者協議会設立の経緯と忍
者のコンテンツ化へ向けての課題」
　講師：日本忍者協議会　事務局長
　立石　邦博さん
◆パネルディスカッション
　「産学官連携に NINJA をどのよ
うに活

い

かすか」
○日本忍者協議会　事務局長
　立石　邦博さん
○上野商工会議所　会頭
　田山　雅敏さん
○（一社）伊賀上野観光協会　会長
　廣澤　浩一さん
○三重大学人文学部　教授
　山田　雄司さん
○伊賀研究拠点　所長　吉岡　基さん
◆中高大連携活動報告
＜報　告＞
①「夏の科学実習」
　上野高等学校理数科１年生
②「水素エネルギーと水素循環社会」
　桜丘中学校・高等学校サイエンス
クラブ
【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

上野同和教育研究協議会
連続講座（第３回）

催し

【と　き】　１月 31 日㈫
　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
【演　題】　「部落問題基礎知識 一問
一答～部落解放運動編～」
【講　師】　部落解放同盟三重県連合
会執行委員長　松岡　克己さん
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

名神名阪連絡道路
シンポジウム

催し

　名神高速道路（蒲生スマート IC）
から名阪国道（上柘植 IC）を結ぶ ｢名
神名阪連絡道路｣ の早期の事業着手
を実現させるため、シンポジウムを
開催します。
【と　き】
　１月 28 日㈯　午後２時～
【ところ】
　ふるさと会館いが　大ホール
【内　容】　地域で活動する団体など
の意見発表・講演会など
【問い合わせ】　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　ＦＡＸ 43-2324

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　１月５日㈭～ 30 日㈪
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】　「世界人権宣言」
　「世界人権宣言」は、第２次世界
大戦への深い反省から、人類史上初
めて、世界中のすべての人の人権を
守ることを公的に明らかにしたもの
です。この宣言を再認識し、何がで
きるかを考えるパネル展です。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

賃貸住宅相談会催し

　高齢者・障がい者・外国人・子育
て世帯など、住まい探しにお困りの
人を対象に賃貸住宅相談会を実施し
ます。伊賀市周辺で住まいをお探し
の人はお気軽にご相談ください。
【と　き】　１月 27 日㈮
　午後１時～４時
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階中会議室
【相談員】
　（福）伊賀市社会福祉協議会（三重
県居住支援連絡会に加入している団
体）、三重県あんしん賃貸住宅協力
店（不動産店）、県・市職員
【問い合わせ】　建築住宅課
　☎ 43-2330　ＦＡＸ 43-2332
　（福）伊賀市社会福祉協議会
　☎ 21-5866
　三重県県土整備部住宅課
　☎ 059-224-2720

心も体もストレッチ!!募集

　寒い冬に、頭も心も体も動かして
みませんか。
◆第１回『はじめての“連句”講座』
　俳句とひとあじ違った連句の講座
です。芭蕉さんが親しんだ連句に挑
戦してみましょう。
【と　き】　１月 25 日㈬
　午前 10 時～正午
【ところ】　青山図書室
【講　師】　伊賀連句会　会長
　山村　俊夫さん
【申込受付開始日時】
　１月５日㈭　午前９時～　
◆第２回『おひなさんのお干菓子づ
くり講座』
　春の訪れを祝うかわいいお干菓子
を作ります。
【と　き】　２月 28 日㈫
　午前９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】　800 円
【申込受付開始日時】
　２月２日㈭　午前９時～
【申込方法】　電話・ファックス・持参
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

離乳食教室催し

【と　き】　２月 10 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・実演見学「離乳食
初期～完了食」・栄養相談
　子どもと一緒に参加できます。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　１月 10 日㈫～ 19 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 13 日㈮は午後７時 30 分まで延
　長して開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「アウシュヴィッツ全記録」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130
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働きたい女性と企業をつなぐ
マッチングイベント

～合同企業説明会～

募集

　複数の企業が参加し、働きたい人に
向けて情報を提供するイベントです。
　女性の就労に理解がある複数の企
業と気軽に話すことができ、働き方
を相談しながら応募できます。
※当日は、プチセミナー・適職診断
　も同時開催します。
【と　き】　２月６日㈪
　午前 10 時～正午
　（受付：午前９時 30 分～）
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階上
野商工会議所コミュニティ情報プラ
ザホール
【対象者】　就労を希望する女性
【服　装】　自由
※来場者特典として履歴書用写真を
　撮影し、プレゼントしますので、
　撮影を希望する人はジャケット・
　スーツなどでご来場ください。
【申込方法】
　電話・E メール
【申込受付開始日】
　１月 10 日㈫
【託　児】
　６カ月～未就学児まで 7 人程度
の託児あり（事前予約制）
※申込期限：１月 30 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　㈱ O

オ ー ゴ エ

-GOE 女性就労支援事務局
　☎ 059-329-6664
　（平日の午前９時 30 分～正午、
午後１時～６時）
　　support@miejo.net
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ  22-9666

いがファミリーフェスタ募集

　子育てについて、一緒に考え、親
子で体験・交流できるイベントです。
【と　き】　２月 19 日㈰
　午後１時 30 分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階
【内　容】
◆第１部：講話
　午後１時 30 分～ 2 時 30 分
　演題：「触

しょく

育
い く

のおはなし」
　講師：助産師　林　みち子さん
◆第２部：子ども交流広場
　午後 2 時 30 分～ 4 時
○あなたもスクリーンの中で主役に
　なりましょう
○バルーンアートをつくろう
○ライントレースカーを走らせよう
【対象者】　就学前～小学校低学年ま
での子どもと保護者
【定　員】　親子 50 組　※先着順
【申込期間】
　1 月 10 日㈫～２月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ  22-9692

旅行英会話講座募集

　海外旅行に行ったとき、英語で会
話ができたらいいですよね。
　旅先のさまざまな場面で使う英語
を外国人講師と勉強しませんか。
【と　き】
　１月 29 日㈰、２月 12 日㈰・26
日㈰　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階ミーティン
グルーム
【講　師】
　ティモシー  スピクーザさん
【定　員】　20 人程度　※先着順
【受講料】（テキスト代込み）
○会員：2,000 円
○非会員：2,800 円
○学生：1,500 円
【申込方法】　電話
【申込期間】
　１月 16 日㈪～ 25 日㈬の午前９
時～午後４時 30 分
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ  22-9641

　

●１月 22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

「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 　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

みんなで忍にん !!募集

　行政情報番組ウィークリー
伊賀市の中で、「みんなで忍
にん !!」のコーナーに出演し、
忍にん体操をしていただける
グループを募集します。
【放送期間】
　１週間
※コーナーは毎月１回

【応募条件】　
○市内在住・在勤の人でおおむね５人
　以上 20 人未満で出演できること
※営利活動、政治的または宗教的な
　活動など、公共団体が放送する内
　容として適切でない場合は出演で
　きません。
○指導なしで忍にん体操ができるこ
　と（通常バージョンと介護予防バ
　ージョンのどちらでも可）
【応募方法】　申込書に必要事項を記
入の上、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。
※申込書は、市ホーム
　ページ・広聴情報課
　（上野ふれあいプラザ　
　２階）にあります。
【選考方法】　
○応募条件に該当するかどうかを市
　で審査し、出演の可否を決定します。
○応募者が多数の場合はチームの構
　成、地域性などを考慮の上、市で
　決定します。
※詳しくはお問い合わせください。
【申込先・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


