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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

大阪交響楽団
ジョイントコンサート

催し

【と　き】
　11 月 12 日㈰
　午後３時 30 分～
　（開場：午後２時 15 分）
【ところ】
　伊賀市文化会館
【出　演】
○指揮：
　寺岡　清高さん
○サクソフォン：
　須川　展也さん
○トランペット：
　エリック・ミヤシロさん
○管弦楽：大阪交響楽団
　共演：伊賀吹奏楽連盟中高生選抜
メンバー
【予定演奏曲】
○映画 ｢スターウォーズ｣ のテーマ
○映画「ロッキー」のテーマ
○アルルの女 ファランドール　ほか
【入場料】
　一般：2,500 円（税込）
　高校生以下：1,500 円（税込）
※全席指定
※３歳未満は入場できません。
※前売りで完売した場合は、当日券
　の販売はありません。
【チケット発売日】
　８月 26 日㈯
【入場券前売所】
　伊賀市文化会館・サワノ楽器店・
イオン伊賀上野店・岡森書店白鳳店・
伊賀上野ケーブルテレビ㈱・ブック
スアルデ近鉄店・チケットぴあ・ロー
ソンチケット
【問い合わせ】
　伊賀市文化会館
　☎ 24-7015
　ＦＡＸ  22-0512
　文化交流課
　☎ 22-9621
　ＦＡＸ  22-9694

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　８月８日㈫～ 24 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 17 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】
　「原爆と人間」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ  45-9130

桃青の丘幼稚園 入園説明会催し

【と　き】　９月９日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　（受付：午前９時 30 分～）
【ところ】
　桃青の丘幼稚園
【内　容】
　幼稚園での１日の生活について・
保護者体験談など
～託児があります～
　希望する人は、８月21日㈪～25日
㈮の間に電話で申し込んでください。
【申込先・問い合わせ】
　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770　ＦＡＸ  26-5771
【担当課】　保育幼稚園課

© 飯島 隆

竹細工指導者育成講座募集

　竹を使った伝統的な遊び道具や竹
細工を継承していくため、指導者を
育成する講座を開催します。
　日頃、地域の子ども達に指導して
いる人への上級者指導と、これから
継承していく指導者のための初級講
座をあわせて開催します。
【と　き】
　８月 24 日㈭
　午前９時 30 分～正午
【ところ】
　青山公民館　
【申込方法】
　直接来館いただくか、電話で申し
込んでください。
【申込期限】
　８月 18 日㈮　午後１時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市阿保 1411 番地
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ  52-1211

伊賀市男女共同参画
人材バンクに登録しませんか

募集

　男女共同参画人材バンクは、あら
ゆる分野で男女が参画できるよう支
援するために設置され、性別に関わ
らずさまざまな能力や資格を持つ人
材を登録しています。
　各種審議会などの委員や地域での
講演会の講師など、登録している人
が活躍できる場を提供します。
【登録できる人】
　①～④のいずれかに該当する人
①市内に在住・在勤または、団体の
　活動拠点がある人
②市政に関心があり、地域の発展に
　熱意を持って貢献できる人
③あらゆる分野で専門的な知識や活
　動実績のある人、有識者や資格保
　有者
④男女共同参画社会実現に関心があ
　る人
【登録方法】
　人権政策・男女共同参画課にある
申請書に必要事項を記入の上、提出
してください。
　申請書は市ホームページからもダ
ウンロードできます。
【登録期間】　随時
【申請先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　４階　
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ  22-9666

桃青の丘幼稚園 教育実習生募集

 桃青の丘幼稚園では、教育実習生の
受け入れを行っています。
【申込期間】　随時
※同時期に受け入れる人数には限り
　がありますので、希望時期が決ま
　り次第、連絡してください。
【申込先・問い合わせ】
　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770　ＦＡＸ  26-5771
【担当課】　学校教育課

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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創業スタートアップセミナー
＆創業スクール 2017

募集

　伊賀地域で創業などを考えてい
る人を対象に、創業スクール 2017 
を開催します。
　開催に先立ち、無料体験講座とし
て創業スタートアップセミナーを開
催します。（創業スクールのみの参
加も可能です。）
【と　き】
①創業スタートアップセミナー
　８月 19 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
②創業スクール 2017
　８月 26 日、９月２日・９日・16
日・23 日の５日間（すべて土曜日）
　午前９時 30 分～午後４時 30 分
【ところ】
①大山田産業振興センター　どんぐ
　りホール
②ゆめテクノ伊賀
【内　容】　
①創業スクール 2017 の紹介、基調
　講演「創業するにあたっての注意
　点」、先輩創業者の事例発表、意見
　交換会
②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
【料　金】　
　受講料：5,000 円（②のみ）
【定　員】　各 40 人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号・希
望する講座を記入の上、電話または
ファックスで申し込んでください。
【申込期限】
　いずれも８月 17 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
【担当課】　商工労働課　

男女一緒に気づいて
広がる発見講座 南米編

募集

【と　き】　９月 20 日㈬
　午後２時～４時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　講師は幼少期にブラジルとペルー
で育ち、現在は外務省派遣プログラ
ムでアルゼンチンなどを訪問し、「中
南米日系社会」や「日本との連携強
化」「アルゼンチンの女性活躍」な
どを研究しています。
　海外で過ごしている日本人の活躍
を紹介し、「元気と勇気」を届ける
講座です。
　演題：「海外からジェンダーを考
える」
　講師：認定 NPO 法人ウィメンズ
　アクションネットワーク（WAN）
　連載エッセイ執筆者
　飯塚　友佳子さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　40 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
を電話・ファックス・E メールのい
ずれかでお伝えください。
【申込期間】
　８月９日㈬～９月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp ウエルカムベビー教室募集

【と　き】　９月３日㈰　
　午前 10 時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　妊婦体験（家族対象）・
沐浴体験・情報交換会・妊婦相談・
育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【持ち物】　母子健康手帳
【定　員】　15 組　※先着順
【申込方法】　妊婦の住所・氏名・電
話番号・出産予定日・同伴者の有無
を、電話・来庁・ファックスのいず
れかでお伝えください。
【申込受付開始日】
　８月 10 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

集まれ！スポーツで遊ぼう !!募集

【と　き】　９月９日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】　楽しく体を動かして体力
アップをめざしましょう。
　講師：佐藤　実さん、佐藤　よう
こさん
【対象者】
①小学校１～２年生とその保護者
②小学校３～６年生とその保護者
【定　員】
①親子 10 組
②親子 20 組
※必ず親子で参加してください。
※申し込み多数の場合は抽選となり、
　結果は郵送します。
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・子どもの
学年を電話でお伝えいただくか、市
ホームページにある申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入の上、持
参してください。
【申込期間】
　８月７日㈪～ 28 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　５階
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

忍にん体操講習会募集

【と　き】　８月 26 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】
○忍にん体操（通常・介護バージョ
　ン）の講習
○忍にん体操 CD・DVD の販売
　講師：忍にん体操普及会
　会長　吉本　俊美さん
【対象者】
○忍にん体操の普及・指導を行う人
○忍にん体操に興味のある人
【定　員】　50 人　※先着順
【申込方法】　電話 
【申込受付開始日】　８月８日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　　

【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/

２次元コード　

▲

「あんしん・防災ねっと」


