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三重県営住宅入居者募集

【申込期限】

　10 月 31 日㈬　※消印有効
【申込方法】

　三重県伊賀建設事務所 ( 四十九町
2802 番地）または伊賀南部不動産
事業協同組合にある申込用紙に必要
事項を記入の上、郵送してください。
※募集する住宅など、詳しくはお問

い合わせください。
【申込先・問い合わせ】

　〒 514-0008
　津市上浜町 1 丁目 5-1
　エトアール津 102 号
　伊賀南部不動産事業協同組合
　☎ 059-221-6171

【担当課】　住宅課

認知症サポーター養成講座募集

【と　き】　11 月 28 日㈬
　午後 1 時 30 分～午後 3 時

【ところ】

　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】

　認知症について理解し、地域で見
守っていただくサポーターを養成す
る講座です。

【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込受付開始日】

　10 月 23 日㈫
【申込先・問い合わせ】

　地域包括支援センター
　東部サテライト
　☎ 45-1016
　ＦＡＸ 45-1055

　 6 ページの答え　

②大津市

　遺骸は「粟津の義仲寺に葬っ
て欲しい」との芭蕉翁の遺言が
なされていたと伝えられていま
す。義仲寺は滋賀県大津市膳所
にあります。

※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。

第６０回近畿・東海・北陸ブロック
民俗芸能大会三重大会

【と　き】　11 月 11 日㈰
　午後 0 時 30 分～ 5 時 15 分（開
場：正午）

【ところ】　ＮＴＮシティホール
　（桑名市中央町 3 丁目 20）

【内　容】

　12 府県内に伝承されている民俗
芸能のうち、価値の高いものを広く
公開するために開催されます。伊賀
市からは、国重要無形民俗文化財に
指定されている山畑の勝手神社の神
事踊が披露されます。この機会にぜ
ひご覧ください。
　なお、入場は無料で、整理券をお
持ちの人から優先して入場いただけ
ます。整理券は、ハイトピア伊賀５
階の生涯学習センターまたは大山田
支所２階の文化財課で配布していま
す。また、大会当日会場でも配布さ
れます。

【問い合わせ】

○三重県教育委員会社会教育・文化
財保護課

　☎ 059-224-3328
　ＦＡＸ 059-224-3023
○文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

上野同和教育研究協議会
連続講座（第２回）

　「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】　11 月 14 日㈬
　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

【内　容】

○演題：障害者差別解消法で変わる
こと、変わらないこと～壁（バリ
ア）を崩すのはわたしの手とあなた
の知恵とみんなの対話～

○講師：関西大学社会学部
　非常勤講師　倉本　智明さん

【問い合わせ】

○上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677
○生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

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】　11 月 1 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

（一社）伊賀法人会女性部会
創立 30 周年記念講演会

募集

【と　き】

　平成 31 年 1 月 16 日㈬
　午後 2 時～　（開場：午後 1 時）

【ところ】

　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】

○演題：楽しく安心できる暮らしの
ために～行列のできる相談所から～
○講師：弁護士　住田　裕子さん

【定　員】　約 1,000 人
【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。

【申込受付開始日】　11 月 1 日㈭
※定員になり次第受付終了

【申込先・問い合わせ】

　（一社）伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774　ＦＡＸ 24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp

【担当課】　課税課

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

援助や配慮を必要とす
る人が伝えやすく、支
援ができる人が気付

きやすくなる「おもいやりの絆」
をつなげるマークです。

【問い合わせ】障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

　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
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

催し

催し

催し
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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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【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

しまがはら歴史街道
ウォーク

募集

　JR 関西本線の利用促進と沿線の魅
力を知っていただくためのウォーク
イベントを行います。歴史スポット
や紅葉が楽しめる見どころいっぱい
のコースです。

【と　き】　11 月 23 日（金・祝）
　午前 10 時 30 分～午後 3 時
　（受付：午前 9 時 30 分～）
※小雨決行

【集合場所】　JR 島ヶ原駅前
※公共交通利用促進のため鉄道・バ

スをご利用ください。
【内　容】

　JR 島ヶ原駅（集合）⇒石薬師⇒
鸕宮神社⇒正月堂⇒島ヶ原温泉や
ぶっちゃ（昼食・体験）⇒大和街道
宿場町旧本陣⇒ＪＲ島ヶ原駅（解散）
※総距離約８km
※昼食時には豚汁のふるまい、餅つ

くり体験を行います。
※小学生以下は保護者同伴

【料　金】　300 円
※当日お支払いください。

【持ち物】　昼食（島ヶ原温泉やぶっ
ちゃ内のレストランも利用可）・飲
み物・敷物
※歩きやすい服装でお越しください。

【申込方法】　電話
※松茸弁当を 1,000 円で販売しま

すので、希望する人は申し込んで
ください。

【申込期限】　11 月 9 日㈮
※ウォークへの参加は当日受付もで

きます。
【申込先】

　（一社）伊賀上野観光協会
　☎ 26-7778

【問い合わせ】

○交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9852
○島ヶ原観光振興会
　☎ 59-2501

　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」

学校給食食材納入登録者募集

　平成 31 年度「いがっこ給食セン
ター夢」の学校給食食材納入登録希
望者を受け付けます。

【納入予定物資】

①野菜類　②果実類　③魚介類　
④鶏肉　⑤加工肉　⑥鶏卵　
⑦豆腐類　⑧練製品　⑨調味料類
⑩乾物類　⑪穀類（精米）
⑫こんにゃく

【登録条件】

　次の条件をすべて満たす事業者
○伊賀・名張市内に営業所があること
○食材の取り扱いについて、食品倉

庫・冷凍冷蔵庫など必要な設備を
完備していること

○食材納品について、衛生的で適正
な輸送により確実に物資の納品が
できること

○食材を量・質ともに安定供給でき
ること

○納税義務が履行されていること　
※穀類（精米）にかかる登録には別

途条件が追加されます。詳しくは
お問い合わせください。

【申請書類配布場所】

　いがっこ給食センター夢
【配布期限】　11 月 2 日㈮
【提出期間】

　11 月 12 日㈪～ 22 日㈭
（土・日曜日を除く。）
午前 9 時～午後 5 時

【提出先・問い合わせ】

　いがっこ給食センター夢
　☎ 21-8194　ＦＡＸ 21-8199

　　

【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」

【と   き】　11 月 17 日㈯
　午後 1 時 30 分～ 3 時

【ところ】　大山田公民館　研修室
【内　容】

　動物や花、季節の絵柄が切り口か
ら飛び出す「飾り巻き寿司」。見た
目だけでなく味もおいしい巻き寿司
を作ります。“飾り巻き寿司マスター
インストラクター”が丁寧に指導し
ます。
○講師：JSIA 認定飾り巻き寿司マ
スターインストラクター
　花村　明日香さん

【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生は保護者同伴）

【料　金】　1,000 円
【持ち物】

　巻き簾（30㎝× 30㎝程度）、包丁、
布巾、エプロン、三角巾、持ち帰り
用タッパー

【定　員】　20 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】

　10 月 29 日㈪～ 11 月 9 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

飾り巻き寿司体験教室募集


