
12広報いが市 2017 年（平成 29 年） 12 月１日号

おはなしくらぶ参加者募集

【と　き】
　12 月 22 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【内　容】　楽しいお話の読み聞かせ
をします。読み聞かせの後は簡単な
工作をします。
　講師：大山田図書室スタッフ
【対象者】
　市内在住・在勤の人
※小学校３年生以下は保護者同伴
【定　員】　20 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 メールのいずれ
かでお伝えください。
【申込期間】
　12 月８日㈮～ 19 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ   46-0131
　　ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

　市政の情報をお伝えします。
　ケーブルテレビ17チャンネ
ル（青山は204チャンネル）・
地上デジタル放送121チャン
ネルで放送中。

２次元コード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
　　　　行政情報番組

おおやまだ
元日マラソン参加者

募集

　１年の始まりは健康づくりから。
　さわやかに汗を流して、新年をス
タートしましょう。
【と　き】
　１月１日（月・祝）
　受付：午前７時 45 分～
　開会式：午前８時 20 分～
　スタート：午前８時 30 分～
※荒天中止
【ところ】　伊賀の国大山田温泉さる
びの　こころの丘
【コース】
○マラソン
　3.5km・5.0km
○ウォーキング
　2.0km
【定　員】
　600 人
【参加料】
　500 円
【申込方法】
　大山田支所管内の市民センターへ
参加料を添えて申し込むか、所定の
郵便振替用紙を使用して申し込んで
ください。
※所定の用紙は大山田支所管内の市民
　センターにあります。
【申込期限】
　12 月 22 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　阿波地区市民センター
　☎／ＦＡＸ   48-0009
　山田地区市民センター
　☎／ＦＡＸ   47-1777
　布引地区市民センター
　☎／ＦＡＸ   47-0928

　認知症の人を介
護する家族の情報
交換の場です。
【とき・内容】
　12 月 19 日㈫
○運動インストラクターによる運動
　療法
　午後１時 30 分～２時 30 分
○情報交換会
　午後２時 30 分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【料　金】
　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。
※認知症の人が参加する場合は、事
　前に連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター南部サテラ
イト
　☎ 52-2715　ＦＡＸ   52-2281

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

お正月の
フラワー BOX を作ろう

募集

【と　き】
　12 月 27 日㈬　午後７時～ 9 時
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【内　容】
　生花をお節のようにアレンジしま
す。テーブルの装花や新年の飾りに
いかがですか。
　簡単なアレンジなので親子で参加
していただけます。
　講師：H

は な

ana.Z
ざ い く

aiku　木下　直美
さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
【料　金】　2,000 円
【定　員】　15 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 メールのいずれ
かでお伝えください。
【申込期間】
　12 月 8 日㈮～ 19 日㈫
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ   46-0131
　　ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】
① 12 月１日㈮～ 27 日㈬
②１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】
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】
　「子どもの権利条約」
　18 歳未満を「子ども」として、子
どもの基本的人権を国際的に保障す
るために定められた条約です。
　子どもが本来持っている権利とは
何か、またその権
利が侵害されてい
ることがないか、
一緒に考えてみま
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

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

※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。
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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放送大学 平成 30 年度
第１学期（４月入学）学生

募集

　放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。
【学生の種類】
◆教養学部学生
○科目履修生
　半年間在学し、興味のある科目を
選ぶ
○選科履修生
　１年間在学し、興味のある科目を
選ぶ
○全科履修生
　４年以上在学し、大学卒業をめざす
◆大学院生
○修士科目生
　半年間在学し、興味のある科目を
学ぶ
○修士選科生
　１年間在学し、興味のある科目を
学ぶ
【入学資格】
○全科履修生
　18 歳以上で、高等学校卒業また
はこれと同等以上の人
○科目履修生・選科履修生
　15 歳以上の人
○修士科目生・修士選科生
　18 歳以上の人
※入学試験はありません。
【学習方法】
　自宅のテレビ（BS デジタル放送）
で放送授業を視聴または放送大学三
重学習センター（三重県総合文化セ
ンター内）の DVD や放送授業のイ
ンターネット配信を利用して学習し
ます。

【問い合わせ】
　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ 059-233-1179
　http://www.ouj.ac.jp
　生涯学習課
　☎ 22-9679　
　ＦＡＸ 22-9692

クリスマスの
ミニリースキャンドル作り

募集

　クリスマスにぴったりの、可愛い
木の実のリース付きキャンドルを作
ります。
　キャンドルは、きれいな色のキュー
ビックを組み合わせて作ります。
【と　き】　12 月 22 日㈮
　午後２時～３時 30 分
【ところ】　青山公民館　
【対象者】
　市内在住・在勤・在学の人
※保護者同伴の場合のみ小学生も参
　加できます。
【料　金】　500 円
【定　員】　10 人　※先着順
【申込方法】
　直接来館いただくか、電話のいず
れかで申し込んでください。
【申込期間】
　12 月７日㈭～ 19 日㈫
　午前８時 30 分～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館　
　☎ 52-1110
　ＦＡＸ 52-2174

三重ジョブ
キッズキャラバン in 伊賀
～アウトオブキッザニア～

募集

【と　き】
　２月３日㈯
　午前10時～午後４時
【ところ】
　ハイトピア伊賀・市内各事業所
【内　容】
○伊賀ブランド「IGAMONO」に認
　定された事業者の仕事や警察、消
　防やメディアなどの仕事体験
○仕事をしたら専用通貨「ミーツ」を
　もらって使おう！
※詳しくは、三重ジョブキッズキャ
　ラバン公式ホームページ（https://
　www.mie-caravan.com/）をご
　覧ください。
【対象者】
　小学校１年生～中学校３年生
【料　金】　１体験　500 円
※別途材料費などが必要な体験あり
【申込期間】　※先着順
○Web先行予約：12 月 22 日㈮　
　午前 10 時～
○電話予約：１月 15 日㈪
　午前 9 時～
※先行予約で定員を満たした場合、
　電話予約は受け付けません。
※当日、会場で申し込みできるプロ
　グラムもあります。
【応募先・問い合わせ】
　三重ジョブキッズキャラバン事務
局（三重県雇用対策課内）
　☎ 059-224-2162
　ＦＡＸ 059-224-2455
【担当課】　商工労働課

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】　12 月９日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【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
　（午前９時～午後４時）
　☎ 51-0932
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集

　離婚・相続・借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、弁
護士による無料法律相談会を開催し
ます。
【と　き】
　12 月 20 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階ボラン
ティア活動室
【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期限】
　12 月 19 日㈫　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

【募集期間】
　郵送・放送大学ホームページか
らの出願受付
○第１回
　２月 28 日㈬まで
○第２回
　３月１日㈭～ 20 日㈫


