※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。

募集

法テラス三重無料法律相談会

【と き】
12 月 18 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】
12 月 17 日㈫ 午後５時
※次回の開催は２月 19 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

募集

2020 年度放送大学
第１学期（４月入学）学生

催し

お知
らせ

人権パネル展

◆寺田市民館「じんけん」パネル展
「同和対策審議会答申」を読み解く
【と き】
12 月２日㈪〜 26 日㈭
午前９時〜午後５時
※土・日曜日を除く。
12 月 10 日㈫・17 日㈫は午後７
時 30 分まで延長します。
【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
「部落差別解消推進法」
【と き】
12 月３日㈫〜 26 日㈭
午前９時〜午後５時
※土・日曜日を除く。
12 月 ５ 日 ㈭・12 日 ㈭ は 午 後 ７
時 30 分まで延長します。
【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

明るい選挙推進強調月間

12 月は、明るくきれいな選挙を
推進する、明るい選挙推進強調月間
です。
公職選挙法では、冠婚葬祭など日
常のつきあいとして一般的なもので
あっても、政治家は寄附行為が禁止
されています。
期間中は「贈らない、求めない、
受け取らない」のルールを守り、公
平公正な明るい選挙を実現しようと
いう「三ない運動」を重点的に進め
ます。
政治に携わる人だけでなく、有権
者１人ひとりが認識を深め、自覚す
ることが大切です。
◆寄附行為とは
町内会の集会や旅行、地域の行事
などへ、寸志や飲食物の差し入れ
をする。
入学・卒業・就職・出産などのお
祝いに金品を贈る。
花輪や供花を贈る。
【問い合わせ】
伊賀市明るい選挙推進協議会
（選挙管理委員会内）
☎ 22-9601 ℻ 22-9672

放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。自宅のテレビ（BS デ
ジタル放送）で放送授業を視聴また
は放送大学三重学習センター ( 三重
県総合文化センター内 ) の DVD や
放送授業のインターネット配信を利
用して学習します。
※入学試験はありません。
お知
催し 認知症の人と家族の会
らせ 城之越遺跡の
※詳しくは下記ホームページをご覧い
「伊賀地域つどい・交流会」
冬期臨時休園日について
ただくか、お問い合わせください。
認知症の人を介護する家族の情報
【問い合わせ】
露出展示の大溝遺構の、凍結によ
放送大学三重学習センター
交換の場です。
る破損劣化を防止するため、シート
☎ 059-233-1170
【と き】 12 月 17 日㈫
で保護します。このため、次の期間
℻ 059-233-1179
午後１時 30 分〜４時
は大溝を見学することはできませ
【担当課】 生涯学習課
【ところ】
ん。見学を希望される皆さんには大
本庁舎 ２階会議室 202
変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
【料 金】 200 円
とご協力をお願いします。
（認知症の人は無料。家族の会会員 【大溝保護期間】
は 100 円。）
12 月 20 日㈮〜３月 20 日（金・祝）
※認知症の人が参加する場合は、事 【休園日】 毎週月〜木曜日・年末年
行政情報番組
始 (12 月 29 日〜１月３日 )
前に連絡してください。
※期間中の毎週金〜日曜日は無料で
「ウィークリー伊賀市」 【問い合わせ】
入園できます。
地域包括支援センター
市政情報をお伝えしています。
【問い合わせ】
文化財課
南部サテライト
ケーブルテレビ 17 チャンネル
☎ 22-9678 ℻ 22-9667
☎ 52-2715 ℻ 52-2281
（青山は 204 チャンネル）
・地上
（公財）伊賀市文化都市協会
デジタル放送 121 チャンネルで
☎ 22-0511
「広報いが市」の点字版・録
放送中です。
伊賀の いいね！ がいっぱい
番組表は、各支所（上野支所を
音版を発行しています
除く。
）
・各子育て支援センターで
希望される場合はお問い合わ
配布しているほか、
せください。
右の２次元コード
【問い合わせ】 障がい福祉課
伊賀市 公式
からもご確認いた
☎ 22-9657 ℻ 22-9662
フェイスブックページ
だけます。
shougai@city.iga.lg.jp
２次元コード

facebook
▲
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

https://www.city.iga.lg.jp/

伊賀市人権学習
企業等連絡会入会案内

募集

とこわか国体 PR ダンス講習会

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム
図書・救急など

2021 年開催のとこわか国体を応
伊賀市人権学習企業等連絡会で
援するダンスの講習会を開催します。
は、あらゆる差別の撤廃と、一人ひ
2 月はスタンダードバージョン、
とりの人権が尊重され、誰もがその
３月はイージーバージョンをみんな
個性と能力を十分に発揮できる機会
で楽しく踊りましょう。
が認められる地域の社会環境づくり 【と き】
を進めています。
スタンダードバージョン
企業などが相互に連携し、住民、
２月８日㈯・18 日㈫・28 日㈮
地域団体、行政などと協働した取り
イージーバージョン
組みを進めるために、さまざまな事
３月４日㈬・14 日㈯・24 日㈫
業を行っています。
※平日は午後７時〜８時 30 分
【実施事業】
※土曜日は午後２時 30 分〜４時
新入社員、経営者、人事担当者な 【ところ】
どの研修
阿山保健福祉センター ホール
人権啓発に関する事業 など
【講 師】
【年会費】
２月 日根野ちよ子さん
◆市内に単一の事業所のみ有する場合
３月 内海 奈美さん
3,000 円
【定 員】
◆市内に複数の事業所を有する場合
各回 50 人程度 ※先着順
従業員の合計が 50 人未満
【申込期限】 １月 14 日㈫
3,000 円
【申込先・問い合わせ】
従業員の合計が 50 人以上 100 人未満
三重とこわか国体伊賀市実行委員
5,000 円
会事務局 ( 国体推進課内 )
従業員の合計が 100 人以上
☎ 43-9100 ℻ 43-9102
kokutai@city.iga.lg.jp
10,000 円
【申込方法】 まずは電話でお問い合
わせください。
募集 みえ出逢いサポートセンター
【申込先・問い合わせ】
出張相談会 in 伊賀
伊賀市人権学習企業等連絡会事務
三重県が設置する出逢い支援の拠
局（商工労働課内）
点「みえ出逢いサポートセンター」
☎ 22-9669 ℻ 22-9695
が出張相談会を開催します。出逢い
や結婚、婚活についてのお悩みなど
募集 冬のおはなしくらぶ
気軽にご相談ください。
どなたでも参加していただける楽 【と き】
２月７日㈮・８日㈯
しいおはなし会です。読み聞かせの
いずれも午前 10 時〜午後３時
あとはおやつ作りをします。
【ところ】 ハイトピア伊賀
【と き】 12 月 24 日㈫
４階ミーティングルーム
午後１時 30 分〜３時 30 分
【対象者】
【ところ】 大山田公民館 研修室
結婚を希望する人
【対象者】 市内在住・在勤の人
子どもの結婚について相談したい
※小学校３年生以下は保護者同伴
家族
【持ち物】 筆記用具、飲み物、エプ
婚活イベントを企画したい企業や
ロン、タオル
団体の担当者 など
【定 員】
【定 員】
20 人 ※先着順
各日８組（１組 30 分程度）
【申込方法】
※予約優先
住所・氏名・電話番号を下記まで
【申込期限】 ２月６日㈭
申し込んでください。
【申込期間】 12 月９日㈪〜 20 日㈮ 【申込先・問い合わせ】
みえ出逢いサポートセンター
※土・日曜日を除く。
☎ 059-355-1322
【申込先・問い合わせ】
（☎ 22-9665）
※当日はこども未来課
大山田公民館
へお問い合わせください。
☎ 46-0130 ℻ 46-0131
ooyamada-cc@city.iga.lg.jp 【担当課】 こども未来課
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第 44 回おおやまだ
元日マラソン

【と き】
１月１日（水・祝） ※荒天中止
受付 午前７時 45 分〜
開会式 午前８時 15 分〜
スタート 午前８時 30 分〜
【ところ】
伊賀の国大山田温泉さるびの
【内 容】
マラソン：５km 、3.5km
ウォーキング：２km
※いずれも記録計測は行いません。
【料 金】 800 円
【定 員】 600 人 ※先着順
【申込方法】 大山田支所管内の地区
市民センター（阿波・布引・山田）に
ある申込兼払込用紙に必要事項を記
入し、参加料を添えて最寄りの郵便
局で払い込むか、持参してください。
【申込期限】 12 月 20 日㈮
【申込先・問い合わせ】
阿波地区市民センター
☎／℻ 48-0009
布引地区市民センター
☎／℻ 47-0928
山田地区市民センター
☎／℻ 47-1777
【担当課】 大山田支所振興課

募集

フラワーアレンジメント教室

【と き】 12 月 23 日㈪
午後７時〜８時 30 分
【ところ】 大山田公民館 研修室
【内 容】
小枝を束ねた器に
季節の花を入れ、卓
上やドアなどにぶら
下 げ ら れ る ２way
アレンジメント（横 30cm ×高さ
20cm 程度）を作ります。
講師：木下 直美さん
【対象者】 市内在住・在勤の人
※小学生は保護者同伴
【料 金】 2,000 円
【持ち物】
花切りバサミ・持ち帰り用の袋
【定 員】 15 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。
【申込期間】 12 月９日㈪〜 13 日㈮
【申込先・問い合わせ】
大山田公民館
☎ 46-0130 ℻ 46-0131
ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

