
　心配な物忘れを早期に発見するた
め、物忘れ相談プログラムによる脳
の健康チェックを行います。また、
保健師による相談もあります。

【と　き】

　７月 19 日㈮
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】

　本庁舎　４階会議室 401
【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【と　き】

　７月 16 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

◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　「子ども虐待問題について考える」

【と　き】

　７月１日㈪～ 30 日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日・祝日を除く。
※９日㈫・16 日㈫は午後７時 30

分まで延長して開館します。
【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

　「知らずに使っている不快語」

【と　き】

　７月９日㈫～ 25 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日・祝日を除く。
※ 11 日㈭・18 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

【と　き】

　７月 14 日㈰　午後３時～
【ところ】

　青山ホール前・青山公民館周辺
【内　容】

　こども積み木広場・ソーラン踊り・
ヒップホップダンス・和太鼓演奏・
花火・その他各種団体の出店・サマー
ジャンボ宝くじの協賛による宝くじ
などが当たるお楽しみ抽選会など

【問い合わせ】

　第 35 回青山夏まつり実行委員会
事務局（阿保地区住民自治協議会）
　☎ 52-2000　℻   52-2011

【担当課】　青山支所振興課

※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。

　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

「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

「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

脳の健康チェック催し

　さくらリサイクルセンターの中継
設備設置工事に伴う計量設備の更新
のため、ごみの受入時間を短縮しま
す。ご理解とご協力をお願いします。

【と　き】　７月 13 日㈯
　ごみ受入時間：午前９時～正午

【問い合わせ】

　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272　℻   20-2575

　携帯電話の E メールを利用した
119 番通報ができます。市内に限
り、外出先から火災発生の通報や救
急の要請ができます。
※事前の登録が必要です。

【対象者】

　市内在住の聴覚障がい、音声機
能・言語機能障がいの身体障害者手
帳１・２級をお持ちで、音声による
119 番通報が困難な人

【問い合わせ】

○障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp
○消防救急課
　☎ 24-9110　℻   24-9111
　 shoubou@city.iga.lg.jp

【と　き】　7 月 12 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】

　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】

○演題：あなたの身近に人権を考え
るきっかけが…

○講師：人権バンド「ゆう」
　飯開　輝久雄さん

【問い合わせ】

　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻   47-1162

第３５回　青山夏まつり催し

２０１９ライトピア
人権フェスティバル

催し

携帯電話Eメール119番
通報利用登録制度

お知
らせ

人権パネル展催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

ごみ受入時間の短縮
お知
らせ
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　銀座商店街で開催する「七夕笹飾
りコンクール」で、笹飾りの飾り付
けをする団体を募集します。

【開催期間】

　７月 26 日㈮～８月６日㈫
【ところ】　銀座商店街
【内　容】

　笹竹は準備しますので、飾り付け
を各自でお願いします。

（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
○笹竹の支給：７月 23 日㈫
○笹飾りの搬入：７月 26 日㈮

【申込方法】

　まずは電話でお問い合わせくだ
さい。

【申込期限】　７月 12 日㈮
【申込先・問い合わせ】

　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎ 24-2044　℻   24-2065
※火・水・金曜日のみ

【担当課】　商工労働課

　三重とこわか国体・三重とこわか
大会の開閉会式などのイベントで
炬火を運ぶトーチのデザインを募集
します。

【対象者】

　県内在住・在学・在勤の人
【賞および賞金】

○最優秀賞（賞金 30 万円）
○優秀賞　2 点（賞金 5 万円）
○とこまる賞（賞金 3 千円）

【応募方法】

　詳しくは公式ホームペー
ジをご覧ください。

【応募期限】　9 月 6 日㈮
【問い合わせ】

　三重県国体・全国障害者スポーツ
大会局　競技・式典課
　☎ 059-224-2341
　℻   059-224-3245

【担当課】　国体推進課

【と　き】

　７月 23 日㈫・24 日㈬
　午前 10 時～ 11 時 45 分

【ところ】

　青山公民館
【内　容】

○ 23 日㈫

　「夏休みの自由研究をしよう !!　

俳句に挑戦」と「おはなし会」

　みんなで俳句を作ります。五七五
のリズムや季語について学びます。
○ 24 日㈬「お菓子の家を作ろう」

　クッキーやチョコレートなどのお
菓子やクリームを使って、火を使わず
にかわいいお菓子の家を作ります。

【対象者】　小学生
【申込方法】　電話・来館
【申込期限】　７月 22 日㈪
【申込先・問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　日本の伝統文化の一つである日本
舞踊を２日間体験してみませんか。

【と　き】
　7 月 20 日㈯、8 月 17 日㈯
　午後 1 時 30 分～ 3 時

【ところ】　大山田公民館
【内　容】

　花柳流日本舞踊の基礎を学びま
す。子どもから大人まで、どなたで
も気軽に参加できます。ご希望の人
は、着物の着付け体験もできます。
講師：日本舞踊花柳流
　　　花柳　栄美女さん

【対象者】

① 3 歳～中学生
　（小学生以下は保護者同伴）
②高校生以上

【定　員】

　①②あわせて 10 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】

　７月８日㈪
【申込先・問い合わせ】

　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131
※土・日曜日、祝日を除く。
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

　親子で食育について楽しく学びま
せんか。

【と　き】

　８月４日㈰
　午前 10 時～午後２時

【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【内　容】　調理実習・試食
　講師：伊賀市食生活改善推進員

【対象者】

　小学生の子どもとその保護者（調
理ができれば年長児も可）

【料　金】　１人 400 円
【持ち物】

　エプロン・三角巾・マスク・上履き
（上履きは子どものみ）
【定　員】　親子 25 組　※先着順
【申込方法】

　住所、電話番号、参加する親子の
名前と子どもの年齢、アレルギーの
有無を下記までお伝えください。

【申込受付開始日】　７月８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
　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

【募集種目】

　一般曹候補生
【応募資格】

　日本国籍を有する 18 歳以上 33
歳未満の人

【応募期限】

　9 月 6 日㈮必着
※応募方法や試験日など、詳しくは

お問い合わせいただく
か、自衛官募集ホーム
ページをご覧ください。

※自衛官候補生は年間を通じて募集
しています。

【応募先・問い合わせ】

　自衛隊三重地方協力本部
　伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

【担当課】　総務課

自衛官になりませんか募集

夏休み子ども体験連続講座募集

日本舞踊体験教室募集

おやこ食育教室募集七夕笹飾りコンクール募集

炬
きょ

火
か

トーチデザイン募集

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
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