
【と　き】
　６月１日㈯
　午前 10 時～正午

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
　妊婦体験（家族対
象）・沐浴体験・情
報交換会・妊婦相談・
育児相談など

【対象者】
　妊婦とその家族

【持ち物】
　母子健康手帳

【定　員】
　15 組　※先着順

【申込方法】
　妊婦の住所・氏名・電話番号・出
産予定日・同伴者の有無を下記まで
お伝えください

【申込受付開始日】
　５月７日㈫

【申込先・問い合わせ】
　上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

　６月１日から７日までの水道週間
にあわせて、水道施設見学会を開催
します。

【と　き】
　６月１日㈯
　午後１時 30 分～２時 30 分

【ところ】
　ゆめが丘浄水場

【内　容】
　浄水工程の見学・浄水処理の模擬
実験など

【定　員】
　20 人程度　※先着順

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ファックス・E メール・郵便で下記
まで申し込んでください

【申込期間】
　５月８日㈬～ 24 日㈮　

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘七丁目４番地の４
　伊賀市上下水道部経営企画課
　☎ 24-0001　℻   24-0006
　　 keiei@city.iga.lg.jp

【と　き】
　５月30日㈭
　午前 10時30分～ 11時

【ところ】
　青山公民館図書室

【内　容】
　「楽しいおはなしがやってくる♪」

　おはなしボランティア“どよっこ
クラブ”による楽しいおはなし会で
す。おはなし・エプロンシアター・
手遊びをします。

【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【と　き】
　５月28日㈫
　午後１時30分～４時

【ところ】
　名張市役所　会議室304
　（名張市鴻之台１番町１番地）

【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　℻   52-2281

【と　き】
　５月 24 日㈮
　午後７時 30 分～
　（受付：午後 7 時～）

【ところ】
　いがまち公民館ホール

【内　容】
○総会
○スマートフォン問題に関する研修会

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　℻   45-9120

◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　「ハンセン病を知る」

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

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎ ℻   23-8728　

◆いがまち人権パネル展

　「LGBT ってなに？」

【と　き】
　５月７日㈫～ 23 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※９日㈭・16 日㈭は午後７時 30

分まで延長
※ 11 日㈯は午前９時～午後３時

30 分
【ところ】

　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

人権パネル展催し

第１回おはなし広場催し

催し 認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

ウェルカムベビー教室募集

ゆめが丘浄水場見学会募集

催し いがまち同和教育研究会
総会・研修会

　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　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録

音版を発行しています

　希望される場合はお問い合わ
せください。　

【問い合わせ】　障がい福祉課　

　☎ 22-9657　℻   22-9662

　　 shougai@city.iga.lg.jp
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　日常生活を通じて、河川に関して
気づいたことなどを月１回程度レポー
トにまとめ提出していただきます。

【募集人数】
　若干名

【任期期間】
　７月１日㈪～令和２年６月 30 日

【対象河川】
○木津川大内橋～岩倉大橋下流
○服部川服部橋～木津川合流
○柘植川山神橋～服部川合流

【応募資格】
　対象河川の付近にお住まいの 20
歳以上の人

【謝礼月額】
　4,000 円程度

【応募方法】
　応募用紙に記入の上、郵送または
ファックスで下記まで提出してくだ
さい。
※詳しくは木津川上流河川事務所の

ホームページをご覧ください。
【応募期限】
　５月 31 日㈮必着

【応募先・問い合わせ】
　〒518-0723　名張市木屋町812-1
　木津川上流河川事務所　管理課
　☎ 63-1611　℻   64-9070

【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9723　℻   22-9724

　中学生が感じていることや考えて
いることを社会に訴えることで、青
少年が社会との関わりを考え、また
青少年に対する社会の理解・関心を
深めるために実施します。詳しくは、
各中学校・本庁舎総合受付・各支所
振興課・各公民館・各地区市民セン
ターなどにある募集チラシをご覧く
ださい。

【応募期限】
　５月 31 日㈮
※応募者全員に参加賞があります。
◆最終審査会

【と　き】
　８月 31 日㈯　午後１時～

【ところ】
　亀山市文化会館
　（亀山市東御幸町 63 番地）

【問い合わせ】
　伊賀市青少年育成市民連絡会議事
務局（生涯学習課内）　
　☎ 22-9679　℻   22-9692

～にんじゃの国のミニ運動会～

【と　き】
　５月 19 日㈰
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

【ところ】
　大山田小学校体育館

【内　容】
ちびっこ忍者の修行

【対象者】
　４歳以上の子どもと保護者
※小学校３年生以上は、子どものみ

でも参加できますが、送迎をお願
いします。

【定　員】
　70 人　※先着順

【参加費】
　100 円／人（４歳以上）

【持ち物】
　屋内シューズ、水筒、タオル等

【申込方法】
　住所・氏名・学校または保育園な
どの名称・電話番号・イベント名を
下記までお伝えください。

【申込期限】
　５月 15 日㈬　午後４時

【申込先・問い合わせ】
　伊賀市レクリエーション協会事務
局（スポーツ振興課内）
　☎ 22-9635　℻   22-9694
　　 sports@city.iga.lg.jp

【と　き】
　５月 21 日㈫
　午後１時 30分～３時 30分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】

　離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食

【定　員】
　20人　※先着順

【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど

【申込方法】
　住所・子どもの氏名・生年月日・
参加する保護者の氏名・電話番号・
託児希望の有無を下記までお伝えく
ださい。

【申込受付開始日】
　５月７日㈫

【申込先・問い合わせ】
　上野丸之内500番地
　ハイトピア伊賀４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

　大切な人・まちを守る活動をして
みませんか。近年、全国の消防団の
活動では、主婦・働いている人など
の女性が大勢活躍しています。入団
を希望する人はお問い合わせくだ
さい。

【主な活動】
○防火防災に関する広報、啓発活動
○地域住民への応急手当指導
○消防団が行う主要行事への参加

【入団資格】
　市内在住で満 18 歳以上の女性

【処遇】
　年報酬・出動手当、公務災害補償、
退職報償金など

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　℻   24-9111

河川愛護モニター募集

伊賀市消防団女性消防団員募集

全国一斉あそびの日募集

中学生のメッセージ2019募集

離乳食教室募集

　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（上野支所を

除く。）・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」

21 広報いが市 2019 年（令和元年） ５月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し


