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悠々セミナ－催し
【とき・内容】
○第２回：6 月 26 日㈫
　演題：「三重県のやきものと窯業
研究室」
　講師：三重県工業研究所　窯業研
究室　伊賀分室　主任研究員　真弓　
悠さん
○第３回：7 月 24 日㈫
　演題：「大地震から身を守ろう」
　講師：伊賀市災害ボランティアセ
ンター長　中村　伊英さん
○第４回：9 月 25 日㈫
　演題：「正しい人生より楽しい人
生にしよう！！」
　講師：助産師　林　みち子さん
すべて午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【対象者】　20 歳以上の人
【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637
　ＦＡＸ 22-9692

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

催し

　「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
続けている上野同和教育研究協議会
では、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 20 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
【演　題】　「ヘイトスピーチ解消法
施行と今後の課題～在日コリアン三
世、保護者としての思いから～」
【講　師】　NPO 法人多民族共生人
権教育センター　理事・事務局長　
文
ム ン

公
ゴ ン

輝
フ ィ

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

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　６月５日㈫～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く
※７日㈭・14 日㈭は午後 7 時 30

分まで延長して開館します。
※ 23 日㈯は午前 9 時から午後３時

30 分まで開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「知らずに使っている不快語」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

男女共同参画パネル展催し

　６月 23 日㈯から 29 日㈮の一週
間は、「男女共同参画週間」です。
　女性も男性も、ともに支え合い、
さまざまな場面で個性や能力が発揮
できる「男女共同参画社会」の実現
に向けたパネル展を開催します。
【と　き】
　６月 22 日㈮～７月５日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　いがまち公民館　ホール前
【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

※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。

伊賀市の人口・世帯数
（平成 30 年 4 月 30 日現在）
 人口　92,477 人
　　　　（男）45,247 人
　　　　（女）47,230 人
 世帯数　40,063 世帯

２０１８ライトピア
人権フェスティバル

催し

　1996 年７月９日にライトピアお
おやまだが開館したことを記念し、
人と人のつながりを深め、人権文化
を広めるため講演会を開催します。
【と　き】　７月 10 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
【演　題】　「ちょっと心をかしてく
れませんか」
【講　師】　宮﨑　保さん
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
① 6 月 1 日㈮～ 28 日㈭
② 7 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」
　国の誤った隔離政策により、排除
と差別の対象となったハンセン病元
患者の人びとの、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人権政策課
　　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

教科用図書展示催し

【と　き】
　６月 15 日㈮～７月４日㈬
　午前９時～午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290
　伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市５月 15 日号 10 ペー
ジに掲載した「もっと知りたい！伊
賀のこと ( 答え )」の解答の番号に
誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
誤）　①文禄年間
正）　③文禄年間
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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地域活動支援事業補助金
成果報告会

催し

　地域活動支援事業補助金は、市民
の自主的なまちづくり活動を支援
し、個性的で魅力あふれる地域づく
りの推進を目的に、市が経費の一部
を補助するものです。
　昨年度にこの補助金を活用した団
体の成果発表会を開催します。
【と　き】　６月 30 日㈯
　午後２時 45 分～４時 30 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室
【問い合わせ】　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　6 月 26 日㈫
　午後 1 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

第２回おはなし広場
「人形劇がやってきた」

催し

【と　き】　６月 12 日㈫
　午前 10 時 30 分～ 11 時 10 分
【ところ】　青山公民館図書室
【演　目】　「つるのおんがえし」
【出　演】　人形劇ボランティア　マ
ンマミーダ
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

アイスブレイキング講習会お知
らせ

　アイスブレイキングとは、初対面
の人同士が出会う時、緊張をときほ
ぐすためのコミュニケーションの手
法です。アイスブレイキングを学ん
で、仕事や教育の場、市民活動や懇
親会など、人が集まる場所で参加者
全員を和やかな雰囲気に包めるよう
になりましょう。
【と　き】　6 月 16 日㈯
　午前９時～正午
　受付：午前 8 時 45 分～
【ところ】
　上野西小学校　多目的ホール
【持ち物】
　体育館シューズ・飲み物・タオル
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　40 人　※先着順
【申込方法】　伊賀市レクリエーショ
ン協会事務局（スポーツ振興課内）
まで電話、ファックス、E メールの
いずれかでお申し込みください。
【申込期限】　６月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】　
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

募集 介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級研修）受講生

募集

　現在働いていない人を対象に介護
職員初任者研修を実施します。
【と　き】
　8 月 7 日㈫～ 10 月 16 日㈫
【ところ】　三重県社会福祉会館
（津市桜橋 2-131）
【対象者】　三重県に住民登録してお
り、現在働いていない人で、おおむ
ね 70 歳未満の人
【定　員】　39 人　※応募者多数の
場合は抽選となります。
【受講料】　無料（テキスト代 6,000
円は自己負担です。）
【申込期間】　6 月 25 日㈪～ 7 月 27
日㈮　※必着
【申込方法】　お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】　
　三重県社会福祉協議会　
　福祉研修人材部　福祉人材課　
　介護職員初任者研修担当
　☎ 059-227-5160
　ＦＡＸ 059-222-0170
【担当課】　介護高齢福祉課

おしゃべりサロン募集

　ネイティブを囲んで外国語を気軽
に楽しくおしゃべりしませんか。
【内　容】
○英語（初・中級程度）
　偶数月第２日曜日
　午後１時 30 分～３時
○中国語（ＨＳＫ１級程度以上）
　奇数月第４日曜日
　午後１時 30 分～３時 
【ところ】　多文化共生センター
【定　員】　6 人　※先着順
【参加費】
　市国際交流協会会員：無料
　非会員：200 円
【持ち物】　筆記用具等
【申込方法】　電話
【受付開始日】
　各月開催日の２週間前
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
【担当課】　市民生活課

【と　き】　８月 19 日㈰
　次の①～④のうち参加希望時間帯
①午前 9 時～午後 1 時、②午後 1 時
～ 5 時、③午後 5 時～ 10 時、④終日
【ところ】　各イベント会場など（伊
賀市中心市街地）
【内　容】　当日のイベントの警備・
設営・清掃など
【対象者】　20 歳以上で、イベント
の趣旨をご理解の上、責任を持って
お手伝いいただける人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号・希望時間帯を、郵送・ファッ
クス・Ｅメールのいずれかで申し込
んでください。
【申込期限】　６月 29 日㈮
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp
【担当課】　商工労働課

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ

募集
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悠々セミナ－催し
【とき・内容】
○第２回：6 月 26 日㈫
　演題：「三重県のやきものと窯業
研究室」
　講師：三重県工業研究所　窯業研
究室　伊賀分室　主任研究員　真弓　
悠さん
○第３回：7 月 24 日㈫
　演題：「大地震から身を守ろう」
　講師：伊賀市災害ボランティアセ
ンター長　中村　伊英さん
○第４回：9 月 25 日㈫
　演題：「正しい人生より楽しい人
生にしよう！！」
　講師：助産師　林　みち子さん
すべて午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【対象者】　20 歳以上の人
【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637
　ＦＡＸ 22-9692

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

催し

　「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
続けている上野同和教育研究協議会
では、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 20 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
【演　題】　「ヘイトスピーチ解消法
施行と今後の課題～在日コリアン三
世、保護者としての思いから～」
【講　師】　NPO 法人多民族共生人
権教育センター　理事・事務局長　
文
ム ン

公
ゴ ン

輝
フ ィ

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

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　６月５日㈫～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く
※７日㈭・14 日㈭は午後 7 時 30

分まで延長して開館します。
※ 23 日㈯は午前 9 時から午後３時

30 分まで開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「知らずに使っている不快語」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

男女共同参画パネル展催し

　６月 23 日㈯から 29 日㈮の一週
間は、「男女共同参画週間」です。
　女性も男性も、ともに支え合い、
さまざまな場面で個性や能力が発揮
できる「男女共同参画社会」の実現
に向けたパネル展を開催します。
【と　き】
　６月 22 日㈮～７月５日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　いがまち公民館　ホール前
【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

※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。

伊賀市の人口・世帯数
（平成 30 年 4 月 30 日現在）
 人口　92,477 人
　　　　（男）45,247 人
　　　　（女）47,230 人
 世帯数　40,063 世帯

２０１８ライトピア
人権フェスティバル

催し

　1996 年７月９日にライトピアお
おやまだが開館したことを記念し、
人と人のつながりを深め、人権文化
を広めるため講演会を開催します。
【と　き】　７月 10 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
【演　題】　「ちょっと心をかしてく
れませんか」
【講　師】　宮﨑　保さん
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
① 6 月 1 日㈮～ 28 日㈭
② 7 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」
　国の誤った隔離政策により、排除
と差別の対象となったハンセン病元
患者の人びとの、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人権政策課
　　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

教科用図書展示催し

【と　き】
　６月 15 日㈮～７月４日㈬
　午前９時～午後５時 30 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】
　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290
　伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市５月 15 日号 10 ペー
ジに掲載した「もっと知りたい！伊
賀のこと ( 答え )」の解答の番号に
誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
誤）　①文禄年間
正）　③文禄年間
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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地域活動支援事業補助金
成果報告会

催し

　地域活動支援事業補助金は、市民
の自主的なまちづくり活動を支援
し、個性的で魅力あふれる地域づく
りの推進を目的に、市が経費の一部
を補助するものです。
　昨年度にこの補助金を活用した団
体の成果発表会を開催します。
【と　き】　６月 30 日㈯
　午後２時 45 分～４時 30 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室
【問い合わせ】　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　6 月 26 日㈫
　午後 1 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

第２回おはなし広場
「人形劇がやってきた」

催し

【と　き】　６月 12 日㈫
　午前 10 時 30 分～ 11 時 10 分
【ところ】　青山公民館図書室
【演　目】　「つるのおんがえし」
【出　演】　人形劇ボランティア　マ
ンマミーダ
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

アイスブレイキング講習会お知
らせ

　アイスブレイキングとは、初対面
の人同士が出会う時、緊張をときほ
ぐすためのコミュニケーションの手
法です。アイスブレイキングを学ん
で、仕事や教育の場、市民活動や懇
親会など、人が集まる場所で参加者
全員を和やかな雰囲気に包めるよう
になりましょう。
【と　き】　6 月 16 日㈯
　午前９時～正午
　受付：午前 8 時 45 分～
【ところ】
　上野西小学校　多目的ホール
【持ち物】
　体育館シューズ・飲み物・タオル
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　40 人　※先着順
【申込方法】　伊賀市レクリエーショ
ン協会事務局（スポーツ振興課内）
まで電話、ファックス、E メールの
いずれかでお申し込みください。
【申込期限】　６月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】　
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

募集 介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級研修）受講生

募集

　現在働いていない人を対象に介護
職員初任者研修を実施します。
【と　き】
　8 月 7 日㈫～ 10 月 16 日㈫
【ところ】　三重県社会福祉会館
（津市桜橋 2-131）
【対象者】　三重県に住民登録してお
り、現在働いていない人で、おおむ
ね 70 歳未満の人
【定　員】　39 人　※応募者多数の
場合は抽選となります。
【受講料】　無料（テキスト代 6,000
円は自己負担です。）
【申込期間】　6 月 25 日㈪～ 7 月 27
日㈮　※必着
【申込方法】　お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】　
　三重県社会福祉協議会　
　福祉研修人材部　福祉人材課　
　介護職員初任者研修担当
　☎ 059-227-5160
　ＦＡＸ 059-222-0170
【担当課】　介護高齢福祉課

おしゃべりサロン募集

　ネイティブを囲んで外国語を気軽
に楽しくおしゃべりしませんか。
【内　容】
○英語（初・中級程度）
　偶数月第２日曜日
　午後１時 30 分～３時
○中国語（ＨＳＫ１級程度以上）
　奇数月第４日曜日
　午後１時 30 分～３時 
【ところ】　多文化共生センター
【定　員】　6 人　※先着順
【参加費】
　市国際交流協会会員：無料
　非会員：200 円
【持ち物】　筆記用具等
【申込方法】　電話
【受付開始日】
　各月開催日の２週間前
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629
【担当課】　市民生活課

【と　き】　８月 19 日㈰
　次の①～④のうち参加希望時間帯
①午前 9 時～午後 1 時、②午後 1 時
～ 5 時、③午後 5 時～ 10 時、④終日
【ところ】　各イベント会場など（伊
賀市中心市街地）
【内　容】　当日のイベントの警備・
設営・清掃など
【対象者】　20 歳以上で、イベント
の趣旨をご理解の上、責任を持って
お手伝いいただける人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号・希望時間帯を、郵送・ファッ
クス・Ｅメールのいずれかで申し込
んでください。
【申込期限】　６月 29 日㈮
【申込先・問い合わせ】
〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp
【担当課】　商工労働課

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ

募集


