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高齢ドライバー交通安全研修募集

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
ることを目的に、65 歳以上のドラ
イバーを対象として、実車や運転シ
ミュレーターなどを活用した体験・
実践型の交通安全研修「パーク＆バ
スライド シニアラーニング」を開
催します。研修会場へは市が送迎し
ます。

【と　き】　10 月 3 日㈬
　午後 0 時 30 分～ 5 時 30 分　
　集合：午後 0 時 30 分
※昼食はお済ませください。

【ところ】　集合：市営城北駐車場
※会場：三重県交通安全研修セン

ター（津市垂水 2566 番地）
【対象者】　市内在住の 65 歳以上の
人で車を運転する人

【定　員】　16 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話または来庁してお伝え
ください。

【申込期間】

　7 月 23 日㈪～ 8 月 22 日㈬の午
前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】

　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

　６ページの答え　

②団扇

　夏に流行する疫病を鎮める行
事で、伊賀地域と滋賀県甲賀市
で盛んです。7 月最終土・日曜
日に行われる三重県指定無形民
俗文化財の植木神社祇園祭（伊
賀市平田）では、この他、３基
の楼車の巡行などを見ることが
できます。

　　

【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/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。

【と　き】

　8 月 2 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
ミーティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】

　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

いがまち人権・
同和教育研究大会

　部落差別をはじめ、あらゆる差別
のない地域社会をめざし、すべての
市民の人権が保障される、明るく住
みよい社会の実現のため、いがまち人
権・同和教育研究大会を開催します。

【と　き】　8 月 18 日㈯
　午前 10 時 30 分～午後 4 時

《全体会・講演会》

【と　き】　午前 10 時 30 分～
【ところ】

　ふるさと会館いが　大ホール
【内　容】

○演　題：「自由と可能性の財政改
革 ～自己責任社会を乗り越える
ために～」

○講　師：慶応義塾大学経済学部
　教授　井手　英策さん

《分科会》

　部落差別解消推進法施行を受け
て、「今あらためて部落問題を学び
直す」をテーマに５つの選択型講座
を実施します。

【と　き】　午後 1 時 30 分～
【ところ】

　○ふるさと会館いが　小ホール
　○柘植中学校
　○霊峰中学校

【問い合わせ】

　いがまち同和教育研究会事務局
　☎ 51-5284
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

親子英語サークルアメリカンパイ
「サマーイベント」

　幼児～子ども向けの英語を使って
歌や踊りをします。夏をテーマにし
たクイズやゲームのほか、今年はポ
ルトガル語も取り入れます。夏休み
の思い出にぜひご参加ください。

【と　き】

　8 月 28 日㈫　午前 10 時～
【ところ】

　阿山保健福祉センター　ホール
【対象者】　英語に興味のある人
【参加料】　500 円（会員：無料）
【問い合わせ】

　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　ＦＡＸ 22-9631
　　mie-iifa@ict.jp

【担当課】　市民生活課

※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。

　スポーツ庁が実施する調査に参加
して楽しく体力測定してみませんか。

【と   き】

　8 月 20 日㈪・23 日㈭
　午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分
　受付：午後 7 時～ 8 時

【ところ】　伊賀市民体育館
【内　容】

　握力、上体起こし、長座体前屈、
反復横とび、往復持久走、立ち幅と
びなど

【持ち物】

　体育館シューズ・飲み物・タオル
【対象者】

　市内在住の 20 歳以上 79 歳まで
【問い合わせ】

　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852
　　sports@city.iga.lg.jp

体力・運動能力調査

　　

【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、QR コードを
　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/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」
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ボランティア・ティーチャー募集

　子どもの学びの意欲を一層高めて
いただく地域の人を募集します。
　応募者は伊賀市教育研究センター
の人材バンクに登録し、市内の幼稚
園、小中学校の「ボランティア・
ティーチャー」として活動していた
だきます。
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人
②職業としてその技を駆使している

人（米作り・野菜作り・理容師・
美容師など）

③ボランティア・NPO として活動
している人

④趣味やサークル活動を楽しんでい
る人（手芸・ゲートボール・将棋・
囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
器演奏・各種料理など）

⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
文など）

⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
昆虫・植物・地層など）

⑦科学に関心のある人（おもしろ科
学実験など）

○随時募集をしています。詳細はお
問い合わせください。

【問い合わせ】

　伊賀市教育研究センター　
　☎・ＦＡＸ 21-8839

【担当課】　学校教育課 創業スクール 2018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 2018」 を
開催します。ふるってご参加ください。

【と　き】　８月 25 日、９月１日・
８日・15 日・22 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】

　ゆめテクノ伊賀　テクノホール
（ゆめが丘一丁目３番地の３）
【内　容】　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
スプラン作成

【対象者】　伊賀地域で創業などを考
えている人

【受講料】　5,000 円
【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話・ファックスのいずれ
かで申し込んでください。

【申込期限】　８月 16 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

夏休み子ども俳句教室募集

　俳句の日にちなみ、小･中学生を対
象とした俳句教室を開催します。
　みんなで俳句づくりに挑戦しま
しょう。

【と　き】　8 月 19 日㈰
　午後 1 時～ 4 時

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
※集合した後、俳聖殿を中心に上野

公園を散策します。
【講　師】　芭蕉翁献詠俳句児童 ･ 生
徒の部選者

【定　員】　40 人　※先着順
※小学校３年生以下は、保護者同伴

【持ち物】　筆記用具・飲み物・タオ
ル・帽子（雨天時は雨具が必要）

【申込方法】　住所・氏名・学年・電
話番号を電話でお伝えください。

【申込期間】

　7 月 20 日㈮～ 8 月 10 日㈮
　午前 8 時 30 分～午後 5 時
　※土・日曜日を除く。

【申込先・問い合わせ】

　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9619

オオサンショウウオ観察会募集

【と　き】　8 月 25 日㈯
　午後５時 30 分～８時
※荒天・河川増水の場合、中止

（受付：午後５時～）
【ところ】　阿波地区市民センターと
周辺の服部川
　集合：阿波地区市民センター

【内　容】　市内の一部の河川には
「生きた化石」とも言われ、国の特
別天然記念物に指定されているオオ
サンショウウオが生息しています。
　自然の中でオオサンショウウオの
生態を観察しませんか。
　講師：三重県文化財保護指導委員
　　　　清水　善吉さん

【対象者】　市内の小学生
※川に入ることができる保護者の付

き添いが必要です。
【準備物】　川に入る運動靴（スリッ
パ・長靴は不可）、ヘッドライト（懐
中電灯も可）、長袖・長ズボン、タ
オル、着替え

【定　員】　20 人　※先着順
※必ず保護者が同伴してください。

【申込方法】　住所・氏名・学年・電
話番号を電話にてお伝えください。

【申込期間】

　7 月 23 日㈪～ 8 月 10 日㈮
【申込先】　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131

【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

第１回環境ウォッチング
参加者

募集

【と　き】

　8 月 17 日㈮　午前９時～正午
　（集合：午前 9 時）

【ところ】　大山田支所周辺
　集合：大山田支所

【内　容】　大山田支所周辺で水生生
物の採取をします。採取した水生生
物は「市民夏のにぎわいフェスタ」
で展示する予定です。

【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生以下は保護者同伴）

【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】

　７月 23 日㈪～８月 10 日㈮
　午前９時～午後５時
　※土・日曜日を除く。

【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

　市政情報をお伝えしています。

　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

中です。

　番組表は、各支所・各子育て支

援センターで配布しているほか、

右の２次元コードから

もご確認いただけます。

２次元コード　

▲

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」


