
※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。

　伊賀市と名張市、三重県の連携協
力の取り組みの一環として、伊賀の
歴史に関する展示を行います。伊賀
市では「伊賀の国府と国分寺」、名
張市では「大来皇女と夏見廃寺の時
代」、三重県では「伊賀の古代寺院」
と題して、それぞれ展示を行います。

【と　き】

　９月３日㈫～ 10 月 18 日㈮
【ところ】

○本庁舎　1 階玄関ロビー
○名張市役所　1 階エントランスホール
　（名張市鴻之台 1 番町 1 番地）
○三重県伊賀庁舎　２階県民ホール
　（四十九町 2802 番地）

【問い合わせ】

○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667
○伊賀地域防災総合事務所地域防災課
　☎ 24-8003　℻  24-8010

　戦没者を追
悼するととも
に、中学生の
広島派遣の報
告や資料の展
示などを通し
て平和への願
いを次世代へ
伝えます。

【と　き】

　10 月 6 日㈰
○第１部　午後１時 30 分～
○第２部　午後２時 30 分～

【ところ】

　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】

○第１部
　戦没者追悼式
○第２部
　未来につなげよう　平和への願い

•伊賀市非核平和推進中学生広島
派遣団による報告

•被爆体験伝承者による被爆体験
伝承講話

•戦争の記憶を引き継ぐために
（伊賀市からの発信）など　

【問い合わせ】

○医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

「壬申の乱と
万葉の時代の伊賀」展

催し

平和の集い催し

　皆さんの健康増進のために市民公
開講座を開催します。

【と　き】　９月 14 日㈯
　午後２時～４時 30 分

【ところ】　上野総合市民病院
　西館１階会議室

【内　容】

○第１部
　午後２時 10 分～２時 45 分
　「こうすれば治る大腸の病気」
講師：主任外科部長　三枝　晋
○第２部
　午後２時 50 分～３時 25 分
　「こうすれば治る胃の病気」
講師：外科部長　吉山　繁幸
○第３部　午後３時 30 分～４時
　「こうすれば治るヘルニア ( 脱腸 )・
　胆石症」
講師：外科医長　浦谷　亮

【問い合わせ】

　地域医療連携室
　☎ 41-0061　℻   41-0068

　認知症の基本から予防方法、接し
方を分かりやすくお話しします。

【と　き】

　10 月 12 日㈯　午後２時～４時
　（受付：午後１時 30 分～）

【ところ】　ゆめぽりすセンター
　2 階大会議室

【講　師】

○岡波総合病院
　老人看護専門看護師
　市川　智子さん
○岡波総合病院　作業療法士
　前田　成孝さん
　秋田　佑香さん

【定　員】　90 人　※先着順
【問い合わせ】

　岡波総合病院
　リハビリテーション科
　☎ 21-3135　℻  21-5237

【担当課】

　医療福祉政策課

市民公開講座
「認知症ってどんな病気？」

催し

市民公開講座
「どうすれば治るこの病気」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【と　き】　９月 24 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

　「アイヌ民族と文化」

【と　き】

　９月２日㈪～ 27 日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※９月 10 日㈫・17 日㈫は午後７時

30 分まで延長し開館します。
【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

　「障害者差別解消法」

【と　き】

　９月３日㈫～ 26 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日・祝日を除く。
※ 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

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

人権パネル展催し
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【と　き】
　９月 21 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】
　青山公民館

【内　容】

　ハーブを使ったハーバリウムを 2
本作ります。そのあと、ハーブティー
を飲みながら、ハーブのドライフラ
ワーについて学びます。
講師：メナード青山リゾート
　　　ハーブクラフト講師
　　　森井　香織さん

【対象者】

　一般
※保護者同伴の場合は小学生も可

【料　金】

　500 円
【持ち物】
　手拭きタオル、ハーブティー用カップ

【定　員】

　20 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話もしくは来館の上お伝
えください。

【申込受付開始日】

　９月６日㈮　午前８時 30 分～
【申込先・問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

【と　き】
　10 月１日㈫　午後２時～５時

【ところ】
　中瀬放課後児童クラブ
　「ネバーランド」
　（西明寺 105 番地）

【内　容】

　シルバー人材センターで就業する
ときに役立つ、子育て支援の現場で
の就業体験。

【対象者】　市内在住の 60 歳以上
で、シルバー人材センターに入会し、
就業を希望する人（現会員を除く。）

【定　員】　10 人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を、下記までお伝えください。

【申込期限】　９月 17 日㈫
【申込先・問い合わせ】

　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻   23-2040

【担当課】　商工労働課

【と　き】　９月 13 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】

○演　題：部落差別解消推進法の成
立経過と今後の課題～推進法はな
ぜ必要だったのか、そして何が問
われているのか～

○講　師：大阪市立大学非常勤講師
　谷元　昭信さん

【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

【と　き】　10 月 25 日㈮
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】
　阿山ふるさとの森公園
　集合：阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター玄関前

【内　容】

　ノルディックウォーキングは、２
本のポールを使って歩く全身運動で、
初心者でも安心して体験できます。
講師：全日本ノルディック・ウォーク

連盟　公認指導員
　　　大久保　慶三さん
※ 11 月に大山田地内でも開催予定
（別途募集）

【対象者】　18 歳以上の人
【定　員】　30 人
※定員を超えた場合は抽選で決定、

申込者に郵送または E メールで
通知します。

【申込方法】
　電話または市ホームページから申
し込むか、生涯学習課または各公民
館にある申込書に記入の上、FAX、
郵送、持参のいずれかで申し込んで
ください。
※ポールは当日貸し出しができます。
（１人 200 円）

【申込期限】

　10 月 10 日㈭　午後５時
【申込先・問い合わせ】

　〒 518-0873
　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・日曜日、祝日は生涯学習セン

ター（☎ 22-9801）

　日曜日の昼下がりに素敵な音楽を
聞いてみませんか。

【とき・出演】

○９月 29 日㈰
　コの字アンサンブル（管楽器合奏）
○ 10 月 13 日㈰
　リコーダーサークル「紙飛行機」
　（リコーダー合奏）
○ 11 月 10 日㈰
　春うらら・大山田手話サークル
　（コーラスと手話）
○ 12 月１日㈰
　笹野　ユキオさん
　（ギターの弾き語り）
※すべて午後２時～（30 分程度）

【ところ】

　大山田公民館　研修室
【問い合わせ】

　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131

【と　き】

　９月 23 日（月・祝）
　午前９時～正午

【ところ】

　上野運動公園野球場
　（雨天時：しらさぎ運動公園多目
的グラウンド）

【内　容】

　名球会会員による野球教室
講師：山田　久志さん
　　　立浪　和義さん
　　　中村　紀洋さん

【対象者】

　小学生
【服装・持ち物】

　野球のできる服装でグローブを持
参してください。

【問い合わせ】

　日本プロ野球名球会窓口
　豊生　☎ 090-3358-2354

【担当課】

　スポーツ振興課

はじめましょう！
ノルディックウォーキング

募集

ハーバリウム体験と
ハーブのはなし

募集

育児補助就業体験募集

昼下がりのミニコンサート催し

日本プロ野球名球会
学童野球教室

催し

いがまち人権センター
第２回解放講座

催し
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