
　「全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）」の訓練のため、市内一斉に試
験放送をします。
【と　き】

　８月 28 日㈬　午前 11 時
【放送内容】

　チャイムのあと
に次の音声が流れ
ます。
　「これはJアラー
トのテストです。」
×３
　「こちらは広報伊賀です。」
【問い合わせ】

　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻   24-0444

【義援金総額】　※７月 19 日現在
○東日本大震災
　64,601,896 円
○熊本地震災害
　597,443 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　34,306 円
○バングラデシュ南部避難民
　37,309 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　274,151 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　83,150 円
※お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】

○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】

　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　平成 28 年１月 21 日に自治体間
連携を交わした伊賀市、台湾台東県、
志摩市の連携と交流を深めるため
に、台湾で開催された「2019 年台
湾国際バルーンフェスティバル」の
日台連合祝福イベントとして、本庁
舎内で熱気球ランタンを展示してい
ます。
　市内の保育
園、幼稚園及
び小学校の子
ど も た ち が

「祝福」「星空」をテーマにかわいい
イラストを描いた「熱気球ランタン」
をぜひご覧ください。
【と　き】　９月 13 日㈮まで
【ところ】

　本庁舎２階・３階ロビー吹き抜け
【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

　伊賀ゆかりの画家、故穐月明さん
の絵には俳句を題材にしたものがた
くさんあります。芭蕉さんから現代
の作家までを取り上げ、各時代の俳
句を絵画とともに楽しめます。
【と　き】

　９月 14 日㈯～ 12 月 23 日㈪
【ところ】
　靑山讃頌舎（別府 718 番地の５）
※土・日・祝日　午前 10 時～午後

５時（入館午後４時 30 分まで）
◆基調講演

【と　き】

　９月 14 日㈯　午後２時～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】
○演題：文学を紡ぐ芭蕉
○講師：芭蕉翁記念館　学芸員
　髙井　悠子
◆ 10月講演

【と　き】

　10 月 26 日㈯　午後２時～
【ところ】　青山公民館２階中ホール
【内　容】
○演題：山頭火と並ぶ俳人・大橋裸

木と阿保
○講師：地域誌「伊賀百筆」編集長
　北出　楯夫さん
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619

　同じ病気の人の話を聞いたり、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】

　９月５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

　９月は「世界アルツハイマー月間」
です。
　認知症は私たちにとって身近な病
気です。認知症を正しく理解し、認
知症の人とその家族を地域で見守っ
ていくことが大切です。
　この月間にあわせて啓発活動を行
います。また、相談窓口も設置しま
すので、お気軽にご相談ください。
簡単な物忘れチェックもできます。

【と　き】
　9 月 10 日㈫　午後２時～３時

【ところ】
　アピタ伊賀上野店　東側入口
　（服部町 1788 番地）

【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】

　９月９日㈪～ 13 日㈮
【ところ】
　本庁舎　１階ロビー

【内　容】
　９月 10 日の自殺予防デーにちな
んで、毎年 9 月 10 日からの１週間
を自殺予防週間と定めています。
　「誰も自殺に追い込まれることの
ない社会」の実現に向け、こころの
健康に関する知識の普及や相談支援
の情報に関する普及啓発を行います。
【問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653　℻   22-9666

※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。

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

最近物忘れが気になりませんか催し

自殺予防週間パネル展示催し

防災行政無線の試験放送
お知
らせ

義援金受け入れ状況
お知
らせ

熱気球ランタン展示催し

靑
あおやまうたのいえ

山讃頌舎企画展
2019秋「絵で観る俳句」

催し

「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
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【と　き】
　９月７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

もく

浴
よく

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（夫・母など）

【持ち物】
　母子健康手帳

【定　員】
　15 組　※先着順

【申込方法】
　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】
　８月 21 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】
　９月 10 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】
　８月 19 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】　８月 27 日㈫
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】　イオン名張店
　（名張市元町 376 番地）

【内　容】
　伊賀地域のブドウの栽培技術の向
上のために、ブドウ品評会を開催し
ます。また、品評会に出品されたブ
ドウの即売会も行います。
○午前 10 時～　品評会（審査を見

学できます。）
○午後１時～　即売会（品評会での

逸品の即売、ブドウのふるまいな
ど）※なくなり次第終了

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 22-9713　℻   22-9715

～芭蕉生誕 375 年～

　俳諧の連歌を

ちょっと連画に変えてみました展

　日本だけにしかない仲間で楽しく
創る文芸・俳諧の連歌を、絵で読む
俳諧の「連画」に変えてみました。
全国初の企画をぜひご覧ください。

【と　き】　10 月６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
【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】　９月 14 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】
　名張産業振興センターアスピア
　1 階会議室Ａ
　（名張市南町 822 番地 2）

【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前 9 時～午後 4 時）
※土・日曜日、祝日を除く。

【担当課】

　課税課

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】

　９月 10 日㈫　午前 10 時～正午
【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

◆全体会・講演会

【と　き】　９月７日㈯
○全体会：
　午前９時 45 分～ 10 時 30 分 
○講演会：
　午前 10 時 30 分～午後０時 10 分 
※受付：午前９時 20 分～

【ところ】　伊賀市文化会館
　さまざまホール 

【内　容】
○演題：「差別の現実から深く学ぶ」

ことから 
○講師：三重県人権教育研究協議会
　会長　川島　三由紀さん 
◆分科会 

【と　き】　９月７日㈯
　午後１時 50 分～４時 10 分 
※受付：午後１時 40 分～ 

【ところ】

○分科会１：崇広中学校 
○分科会２：ハイトピア伊賀　５階 
○分科会３：ゆめぽりすセンター 
※全体会の駐車台数に制限がありま

すので、乗り合わせなどでの参加
をお願いします。 

【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

ウェルカムベビー教室募集

離乳食教室募集

税理士相談会募集

いが　オレンジカフェ催し伊賀地域ブドウ品評会・即売会催し

上野同和教育研究協議会 
第３４回研究大会

催し

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　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
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