
【と　き】

　５月 25 日㈯　午後１時～４時
【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】

○第１部
　難聴者体験談
　講師：三重県難聴・中途失聴者協会
　要約筆記体験談
　講師：伊賀市登録要約筆記者
○第２部
　手書き・パソコンによる要約筆記

体験
【対象者】　要約筆記に興味のある人
や、聴覚に障がいがあり、要約筆記
を利用したい人

【申込方法】　氏名・住所・連絡先を
下記までお伝えください。

【申込期間】

　当日参加もできますが、準備の都
合上、なるべく前日までにお申し込
みください。

【申込先・問い合わせ】

　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

【と　き】

　６月 11 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】

　離乳食前期（１～２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・参加する保護者と子どもの
氏名・生年月日・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 20 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

　
【と　き】

　６月２日㈰　正午～午後４時
【ところ】

　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】

　サークル活動（大正琴・カラオケ・
バンド・コーラス・オカリナ・カン
トリーダンスなど）の発表

【問い合わせ】　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　℻   59-2574

【と　き】

　６月 22 日㈯
①午前の部
　午前 10 時～正午
②午後の部
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】

　ハイトピア伊賀
　５階多目的小研修室

【内　容】

　ゆかたの着付けや作法を学んで、
和装の魅力に触れてみませんか。親
子での参加もできます。浴衣がない
人は無料で貸し出します。

【対象者】

　小学生以上
※小学生は保護者同伴

【持ち物】

　タオル４枚
【定　員】

　各回 30 人　※先着順
【申込方法】

　電話または市ホームページから申
し込むか、申込書に記入の上、下記
まで申し込んでください。

【申込期間】

　５月 22 日㈬～６月 10 日㈪
　午前９時～午後５時

【申込先・問い合わせ】

　上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　５階
　生涯学習課
　☎ 22-9637　℻   22-9692
※土・日は生涯学習センター（☎ 

22-9801）

　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】　６月６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　℻   22-9666

【と　き】　６月 16 日㈰
　午後１時～（開場：午後０時 30 分）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】

○おやこ寄席（桂文我さんによる俳
句にちなんだ落語）

○子ども俳句教室
○絵本コーナー（名張市在住のイラ

ストレーターいのぐちまおさんに
よる絵本コーナー）

【料　金】

　前売 2,500 円（当日 3,000 円）
※小学生は前売 1,500 円
　（当日 2,000 円）

【前売券発売所】

　チケットぴあ、ぴあ店頭、ファミ
リーマート、セブンイレブン
※前売券完売の場合は当日券を発売

しないことがあります。
※ご来場の小学生には、ミニ絵本『ば

しょうさんとかっぱ』をプレゼン
トします。

※未就学児は入場できません。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619

ゆかた着付体験講座募集

※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。

要約筆記体験講座募集

離乳食教室募集

　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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し島ヶ原文化サークルまつり
（演芸会）

催し

おやこ寄席と子ども俳句教室催し
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

「ワニがいたゾウもいた 360 万年前

の伊賀」

【と　き】

　７月７日㈰まで
　午前９時～午後４時 30 分
※月曜日を除く。

【ところ】

　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【内　容】

　伊賀盆地化石研究会の北田稔さん
のコレクションで、服部川で採取さ
れたワニやゾウの足跡化石、イガタ
ニシ、柘植川で採取されたサナグ
カタハリタニシなどの化石を展示し
ます。 

　北田さんによる展示品の解説を
行います。 

【と　き】

　６月９日㈰　午前 10 時～
【定　員】

　先着 20 人
【申込方法】

　電話
【申込期間】

　５月 22 日㈬～６月３日㈪
【申込先】

　文化財課

【問い合わせ】

○柘植歴史民俗資料館
　☎・℻   45-1900
○文化財課
　☎ 22-9678　℻   22-9667

【と　き】

①７月７日㈰
②８月８日㈭
③８月 31 日㈯
　全て午前９時 50 分～午後５時

【ところ】

　三重県農業大学校
　（松阪市嬉野川北町 530 番地）

【申込期限】

①６月 27 日㈭
②７月 29 日㈪
③８月 21 日㈬

【受験料】　※１つの免許につき
○初心者　　　5,200 円
○免許取得者　3,900 円

【試験科目】

　知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】

　狩猟免許申請書・受験票・写真・
医師の診断書など・住民票抄本
※申込方法など詳しくはお問い合わ

せください。
【申込先・問い合わせ】

　三重県伊賀農林事務所
　森林・林業室
　☎ 24-8142　℻   24-8112

【問い合わせ】

　農林振興課
　☎ 22-9714　℻   22-9715

◆生活援助従事者研修

【と　き】

　７月 31 日㈬～９月 25 日㈬
【ところ】　三重県社会福祉会館
　（津市桜橋 2 丁目 131 番地）

【募集期間】

　6 月 5 日㈬～７月 17 日㈬

◆介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）

【と　き】

　８月 19 日㈪～ 10 月５日㈯
【ところ】　皇学館大学 7 号館
　（伊勢市神田久志本町 1704 番地）

【募集期間】

　６月 20 日㈭～８月６日㈫
※申込方法など詳しくはお問い合わ

せください。
【申込先・問い合わせ】

　（福）三重県社会福祉協議会
　三重県福祉人材センター
　☎ 059-227-5160
　℻   059-222-0170

【担当課】　介護高齢福祉課

　防火管理者の資格を取得するため
の講習会です。

【と　き】

　６月 20 日㈭・21 日㈮
　午前９時～午後４時

【ところ】

　消防本部　３階研修室
【料　金】

　2,600 円（テキスト代）
【定　員】

　60 人　※先着順
【申込方法】

　写真１枚（横 3㎝×縦 4㎝）・印鑑・
テキスト代（2,600 円）を持参の上、
お申し込みください。
※対象者など詳しくはお問い合わせ

ください。
【申込期間】

　５月 27 日㈪～６月７日㈮
【申込先・問い合わせ】

　緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻   24-9111

　弁護士・税理士など専門家が相談
にお応えします。

【と　き】

　６月１日㈯
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】

○賃金不払い
○不当解雇
○年金・税金・介護・子育て・ロー

ン（住宅・自動車・教育・介護）
に関する相談

○さまざまな保険の保障見直し
○住宅新築・建替え・リフォーム・

住宅のトラブル
【定　員】

　15 組程度　※先着順
　相談者多数の場合はお断りするこ
とがあります。

【申込方法】

　電話
【申込期間】

　５月 22 日㈬～ 29 日㈬
【申込先・問い合わせ】

　暮らしほっとステーション伊賀
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
　（土・日曜日、祝日は除く。）

【担当課】　商工労働課

柘植歴史民俗資料館企画展募集 狩猟免許試験募集 甲種防火管理新規講習会募集

暮らしなんでも相談募集

「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
づきやすくなる「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　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

介護職員養成研修受講者募集

9 広報いが市 2019 年（令和元年） ５月 15 日号

子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

催
　
し


