
【と　き】

○第２回：６月 25 日㈫
○第３回：７月 23 日㈫
○第４回：９月 24 日㈫
　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

【内　容】

○第２回
　演題：伊賀の女の物語～組みひも

　　　に生きた「なつ枝と千夏」～
　講師：（公財）伊賀文化産業協会
　　　　専務理事　福田　和幸さん
○第３回
　演題：伊賀の３億年～地層の成り

　　　立ちと生き物の歴史～
　講師：三重県総合博物館
　　　　学芸員　中川　良平さん
○第４回
　演題：マインドフルネス～元気に楽

　　　しく前向きに生きる秘訣～
　講師：産業カウンセラー
　　　　阪岡　智子さん

【対象者】　20 歳以上の人
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　「医療と患者の人権」

【と　き】

　６月３日㈪～ 27 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

　「ヘイトスピーチと人権」

【と　き】

　６月４日㈫～ 20 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※６日㈭・13 日㈭は午後７時 30

分まで延長して開館します。
【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

　差別のない明るい市民社会の実現
をめざして、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 19 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：福祉という言葉を、暮らし
という言葉に置き換えて～人が働
くこと、人が暮らすこと、人と人
が支えあうこと～

○講師：
　ふっくりあモォンマール
　管理者　奥西　利江さん
　特定相談支援事業所「ふっくりあ」
　管理者　水谷　展子さん
　びいはいぶ
　生活支援員　河端　直美さん
　ふっくりあミニボ
　利用者　新田　節子さん

【問い合わせ】

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

　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 25 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】

　本庁舎　２階会議室 201
【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

※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。

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回）

催し悠々セミナ－催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

～事業主の皆さんへ～
　労働保険料（平成 30 年度確定・
31 年度概算）の申告・納付は６月
３日㈪から７月 10 日㈬までです。
◆年度更新集合受付会を行います

【と　き】

　７月８日㈪・９日㈫・10 日㈬　
　いずれも午前９時～午後４時

【ところ】

　伊賀労働基準監督署
　（緑ケ丘本町 1507 番地の 3）
※申告書記載についてご不明な場合

は次の資料を持参してください。
○概算・確定労働保険料／一般拠出

金申告書
○作成した平成 30 年度確定分の賃

金集計表
○事業主印鑑（法人は代表者印鑑）

【問い合わせ】

○三重労働局総務部
　労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
○伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802　℻   21-2640

【担当課】

　商工労働課

　夏の暑い日、家庭での電気使用量
の半分以上
はエアコン
によるもの
です。
　 そ こ で、
１人１台の
エアコンの
使 用 を や
め、涼しい場所に皆で集まってシェ
アする「クールシェア」をしてみま
せんか。
　これは、家庭や地域で楽しみなが
ら地球温暖化防止や節電にもなる取
り組みで、家族が１つの部屋で過ご
したり、図書館や商業施設で涼む、
あるいは自然が多く涼しい場所に行
くことなどがあげられます。
　こうした取り組みは、夏を快適に
乗り切るためだけでなく、家庭や地
域の絆を深めることにつながるので
はないでしょうか。

【問い合わせ】

　環境政策課
　☎ 20-9105　℻   20-9107

人権パネル展催し

労働保険（労災・雇用保険）の
年度更新はお早めに

お知
らせ

「クールシェア」しましょう
お知
らせ
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【と　き】　7 月 16 日㈫
　①午前 10 時～正午
　②午後 2 時～ 4 時

【ところ】

　①壬生野地区市民センター
　②大山田公民館

【内　容】

　いがまち公民館と大山田公民館で
は、スマートフォンを使ったことのな
い人を対象に、基本的な使い方や活
用方法などを分かりやすく教えます。
※①②どちらも同じ内容です。
　講師：KDDI ㈱認定講師

【対象者】

　市内在住の人
　（おおむね 60 歳以上の人）

【持ち物】　筆記用具
※スマートフォンは、主催者で用意

します。
【定　員】

　各 20 人　※先着順
【申込方法】

　住所・氏名・電話番号を下記まで
お伝えください。

【申込受付開始日】

　6 月 10 日㈪
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先・問い合わせ】

○いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻   45-9160
　 igamachi-cc@city.iga.lg.jp
○大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】

　６月 19 日㈬　午後１時～４時
【ところ】

　上野ふれあいプラザ
　３階　ボランティア活動室

【定　員】

　６人　※先着順
【申込方法】

　電話
【申込期限】

　６月 18 日㈫　午後５時
※次回の開催は８月 21 日㈬です。

【申込先・問い合わせ】

　日本司法支援センター
　三重地方事務所（法テラス）
　☎ 050-3383-5470

【担当課】　市民生活課

【と　き】

　８月 18 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

【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
望時間帯を記入の上、下記まで提出
してください。

【申込期限】

　６月 28 日㈮
※詳細は本人に連絡します。

【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　℻   24-3857
　 info@iga-ueno.or.jp

【問い合わせ】

　商工労働課
　☎ 22-9669　℻   22-9695

　日本を肌で感じたいと思っている
多くの若者を、家族の一員として
ホームステイ・ホームビジットで受
け入れてくれるホストファミリーを
募集しています。受入れをお願いす
るのは国・県・関係機関を通して伊
賀を訪れる外国人や留学生です。

【ホームステイ】

　一定期間、外国からの訪問客を家
庭に受入れ、宿泊させ、交流を図り
ます。

【ホームビジット】

　宿泊させずに家庭での受け入れを
行い、短期型の交流を図ります。

【申込先・問い合わせ】

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

【担当課】　市民生活課

　第 2 回おはなし広場は、人形劇
ボランティア“マンマミーダ”によ
る楽しい人形劇と紙芝居です。人形
劇の演目は「三枚のおふだ」です。

【と　き】

　６月 13 日㈭
　午前 10 時 30 分～ 11 時

【ところ】

　青山公民館　図書室
【問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

【と　き】

　６月 14 日㈮～７月３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
　☎ 22-9649　℻   22-9667
○伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

【と　き】

　毎月第 2 火曜日
　午前 10 時～午前 11 時（全 10 回）

【初回活動日】

　6 月 11 日㈫
【ところ】

　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】

　歌や踊り、工作を通して、簡単な
英語を身につけます。世界のイベン
トに応じた遊び、先生による英語コ
ント鑑賞、頭と心をスッキリ「英語
でアロマ」など、親子で一緒に楽し
む内容です。

【対象者】

　保育所や園に通所していない幼児
と保護者

【料　金】　子ども１人あたり
　3,000 円／年（材料費・保険など）

【持ち物】　はさみ・のり・色鉛筆
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】

　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629

【担当課】　市民生活課

親子英語サークル
アメリカンパイ

募集

市民夏のにぎわいフェスタ
　ボランティアスタッフ

募集

ホストファミリー募集

シニア向け初めてのスマホ講座募集

法テラス三重
無料法律相談会

募集

人形劇がやってくる催し

教科用図書展示催し
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