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昼下がりのミニコンサート催し

　合唱・管楽器・リコーダー・ギター
などによるミニコンサートを開催し
ます。地域で活躍されているグルー
プが出演します。
　気軽にお越しください。
【と　き】　９月 17 日、10 月１日、
10 月 15 日　※すべて日曜日
　午後２時～（30 分程度）
【ところ】　大山田公民館　研修室
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　FAX 46-0131

第３回 あやま人権・
同和問題学習講座

催し

　一人ひとりの人権が尊重され、誰
もが参画できる人権社会の実現をめ
ざして、年４回の講座を開催してい
ます。
【と　き】
　10 月６日㈮　午後７時 30 分～
　 （受付：午後７時～）
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】
　演題：「男女共同参画に関するライ
　フワークバランスについて」
　講師：フレンテみえ
　服部　亜龍さん
【問い合わせ】
　阿山公民館
　☎ 43-0154  FAX 43-9019

第37回 伊賀焼陶器まつり催し

　伊賀地域の 39 の窯元が出店し、
食器をはじめ土鍋や花器など、伊賀
焼の展示販売会を開催します。
【と　き】
　９月 22 日㈮～ 24 日㈰
　午前９時～午後５時
※ 24 日㈰は午後４時まで
※雨天決行
【ところ】
　あやまふれあい公園　屋内ゲート
ボール場（すぱーく阿山）
【問い合わせ】　伊賀焼陶器まつり実
行委員会事務局（伊賀焼伝統産業会館）
　☎／FAX 44-1701
　観光戦略課
　☎ 22-9670　FAX 22-9695

ニュースポーツ連続講座
第１回「ボッチャ教室」

催し

　三重県障害者スポーツ協会指導員
から、ボッチャを楽しみながら大会
などを企画・開催するためのノウハ
ウなどを学びましょう。

【と　き】　９月 10 日㈰
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
　（受付：午前 9 時～）
【ところ】
　大山田小学校　多目的ホール
【対象者】
　市内在住・在勤で、ボッチャに興
味がある人
【持ち物】
　体育館シューズ・筆記用具
【参加費】
　100 円（保険料）
【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

《ボッチャとは？》
　イタリア語でボールの意味で、
運動能力に障がいがある競技者向
けに考案されたスポーツです。
　競技性が高く、リオデジャネイ
ロのパラリンピックで日本人選手
が活躍したこともあり、脚光を浴
びています。
　屋内で行うため、天候に左右さ
れずに楽しめるスポーツです。

第11回 全国国分寺サミット
2017 in 伊賀国分寺

催し

　国分寺跡所在の市町村が参加し、
サミット会議を開催します。
【と　き】　11 月 10 日㈮
　午後１時 30 分～４時 50 分
　（受付：午後１時～）
【ところ】
　ヒルホテルサンピア伊賀　４階
【内　容】
○基調講演
　演題：「国分寺の造営と『地域力』」
　講師：名古屋大学大学院人文学研
　究科　准教授　梶原　義実さん
○参加市町村長によるパネルディス
　カッション
【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
①９月 28 日㈭まで
② 10 月２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】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター　１階
　ロビー
【内　容】　「ハンセン病を知る」
　ハンセン病は感染力が非常に弱
く、現代では完治する病です。
　しかし、国の誤った政策により強
制的に隔離が行われ、排除と差別の
対象となり、今なお苦しんでいる
人々がいます。ハンセン病患者や元
患者の人々の長い苦闘の歴史を学び
ましょう。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／FAX 23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

平和の集い催し

　戦没者を追悼するとともに、中学
生の発表や戦争の体験談を通して平
和への願いを次世代へ伝えます。
【と　き】　９月 24 日㈰
○第１部：午後１時 30 分～
○第２部：午後２時 30 分～
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】
○第１部：戦没者追悼式
○第２部：「未来につなげよう 平和
　への願い」
　伊賀市非核平和推進中学生広島派
　遣団による報告、戦争体験談（三
　重県遺族会会員）など
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　FAX 22-9673
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

※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。

２次元コード　

▲

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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『旧崇広堂書道展』書道講座募集

～童謡を書で表現してみよう！～
　自分の好きな童謡を題材に作品作
りに挑戦します。好きな童謡を１つ
決めて参加してください。
【と　き】　９月 30 日㈯
　午前 10 時～正午　
　（受付：午前９時 30 分～）
【ところ】
　国史跡旧崇広堂　講堂
※正座でなく、机と椅子に座って受
　講していただきます。
※車でお越しの場合は、崇広中学校
　の駐車場をご利用ください。
【持ち物】
　書道道具一式（太・細筆、下敷き
２枚）
【料　金】　200 円（入館料）
【定　員】
　20 人　※先着順
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込期間】
　９月 11 日㈪～ 25 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290

女性のための
再就職支援セミナー

募集

　「働きたいと思ってはいるが、時
間だけが過ぎていく」「最初の一歩
が踏み出せない」という漠然とした
不安を抱えている女性の再就職に向
けて、「人生」「就職」「お金」の３
つの観点からアドバイスします。
【と　き】　10 月 17 日㈫
　午前 10 時～正午
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
ミーティングルーム
【内　容】
　演題：「夢をかたちに～多様な働
　き方とキャリアプランニング～」
　講師：キャリアコンサルタント
　森部　敦子さん
【対象者】
　再就職をめざす市内在住の女性
【定　員】
　30 人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を、
電話・ファックス・E メール・持参
のいずれかでお伝えください。
【申込受付開始日】
　９月８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
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課）
　☎ 22-9632　FAX 22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

～託児（無料）があります～
　《対象者》　１歳～未就学児
　《申込期間》
　　９月８日㈮～ 10 月６日㈮
　《定　員》　10 人程度

産後ママ親子ヨーガ教室募集

　インストラクターの指導のもと、
親子ヨーガを体験しませんか。
【と　き】　10 月３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 年までの母と子
【持ち物】
　運動できる服装・飲み物
【料　金】
　500 円（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）詳しくはお問い合わせくだ
　さい。
【定　員】　10 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　９月８日㈮
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター　
　☎ 52-2280　FAX 52-2281

税理士相談会募集

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
【と　き】　９月９日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【ところ】　名張産業振興センターア
スピア　４階（名張市南町 822 番
地の２）
【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（１人 30 分程度）
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前９時～午後４時）
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　FAX 22-9618

介護有資格者
Re スタート研修

募集

【と　き】
　10 月 25 日㈬、10 月 31 日㈫の
ほか、施設体験２日間
【ところ】　名張市総合福祉センター
ふれあい　１階会議室 101（名張市
丸之内 79 番地）
【内　容】
○介護保険制度について
○コミュニケーション技術
○認知症ケア　○就職相談　など
【対象者】
　介護の資格をお持ちで、次のいず
れかに当てはまる人
○現在福祉・介護の仕事をしていな
　い人
○介護士として復帰後、おおむね１
　年未満の人
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　三重県福祉人材セン
ターのホームページから申込用紙を
ダウンロードするか、お問い合わせ
ください。
【申込先・問い合わせ】
　三重県福祉人材センター
　☎ 059-227-5160
　（平日の午前９時～午後５時）
　http://www.miewel-1.com/jin
zai/index.html
※ 11 月 28 日㈫、12 月 6 日㈬は
　津会場で開催します。詳しくはお
　問い合わせください。
【担当課】　介護高齢福祉課

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　９月５日㈫～ 21 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※８日㈮・14 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】　「拉致問題」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130


