
　伊賀の観光振興を図り、伊賀の歴史や文化をいつま
でも残し、伝えていくことができる人々を育てること
を目的に「伊賀学検定」を実施します。
【と　き】　２月 16日㈰
○初級：午後１時～（検定時間 30分）
○中級：午後２時～（検定時間 40分）
○上級：午後３時 10分～（検定時間 45分）
【ところ】
○ハイトピア伊賀　５階
○ YUITO ANNEX（ユイト　アネックス）　８階
　（東京都中央区日本橋室町２丁目４番地１）
【受験資格】
○中級の受験者は、初級を合格した人に限ります。
○上級の受験者は、中級を合格した人に限ります。
【受験料】
○初級：1,500 円（中学生以下 1,000 円）
○中級：2,000 円（中学生以下 1,500 円）
○上級：3,000 円
【申込期間】　１月６日㈪～２月３日㈪
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話番号・希望する
受験級を明記の上、申し込んでください。

◆受験対策セミナー
【と　き】　１月 25日㈯
○初級：午後１時～２時 30分
○中級：午後３時～４時 30分
※上級のセミナーはありません。
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階
【講　師】
○初級：建築家　滝井　利彰さん
○中級：元伊賀市文化財保護審議会委員　増田　雄さん
【料　金】
　初級・中級ともに 1,000 円
【申込期限】　１月 24日㈮
【申込先】
○上野商工会議所
　〒 518-0873　上野丸之内 500番地
　☎ 21-0527　℻   24-3857
　 info@iga-ueno.or.jp
○伊賀市商工会
　〒 519-1412　下柘植 723番地 1
　☎ 45-2210　℻   45-5307

　「ひなぶら」では、ひな祭りにちなんだ体験プログ
ラムを、楽しむことができます。春の伊賀市を満喫し
に、ぜひご参加ください。

【と　き】　２月１日㈯～３月３日㈫
※ひなぶらに参加するには事前申し込みが必要です。
【申込受付開始日】
○電話：１月 18日㈯　午前 10時～
○公式ウェブサイト：１月 19日㈰　正午～

【申込方法】
　各プログラムの電話もしくは公式ウェブ
サイトからお申し込みください。
【問い合わせ】　㈱まちづくり伊賀上野
　☎ 51-9088（平日　午前 10時～午後４時）
　 igaburari@gmail.com

◆ 学びませんか？伊賀のこと

第 15回伊賀学検定
【問い合わせ】観光戦略課　☎ 22-9670　℻   22-9695　 kankou@city.iga.lg.jp

◆ 「伊賀上野・城下町のおひなさん」×「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら」

ひなぶらに参加しませんか
【問い合わせ】観光戦略課　☎ 22-9670　℻   22-9695　 kankou@city.iga.lg.jp

パブリックコメント（ご意見）
募集

第２次伊賀市総合計画
次期基本計画策定方針（案）

　2020（令和２）年度に第２次再生計画の計画期間
が終了します。2021（令和３）年度以降の次期基本
計画の策定にあたり、計画の策定方針案について市民
の皆さんのご意見を募集します。
【募集内容】
　第２次伊賀市総合計画次期基本計画策定方針（案）
に対するご意見
【閲覧場所】
○市ホームページ
○本庁舎 1階ロビー
○各支所振興課
○各地区市民センター
【提出方法】　住所・氏名・電話番号・件名・該当箇所

とそれに対する意見内容を明記し、ファックス・Eメー
ル・郵送・持参のいずれかで提出してください。
※提出いただいたご意見は、検討資料とし、市の意見
と併せて市ホームページで公表します。
※個別の回答は行いません。
※いただいたご意見は返却しません。
【提出期限】　１月 27日㈪　※午後５時必着

【提出先・問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、各支所振興課でも受け付けます。

　市内の小・中学校および一般の皆さんから 327 点
の応募がありました。審査の結果、特選に選ばれた３
人、入選に選ばれた 27人と、審査員奨励賞として選
ばれた学校を発表します。（敬称略）

◆特選作文展示
【と　き】　１月５日㈰～ 30日㈭
【ところ】　上野図書館　２階展示コーナー

【特　選】

【入　選】

【審査員奨励賞】

　第１部：「高瀬舟」を読んで　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般　　　　　　　石橋　容子
　第２部：私と他者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿山中学校２年　　古閑　めぐみ
　第３部：「風になった名犬チロリ」を読んで　　　　　　　　　　　新居小学校５年　　中山　晴楓

　第１部：吉田　雅（一般）
　第２部：畑中　美登里（青山中学校１年）　福森　葵（城東中学校３年）　　　吉川　夕月（島ヶ原中学校３年）
　　　　　川合　愛珠（阿山中学校 3年）
　第３部：山﨑　咲菜（成和東小学校１年）　市川　紗良（島ヶ原小学校２年）　秋元　優奈（玉滝小学校２年）
　　　　　伊達　詩葉（新居小学校３年）　　松森　光俐（島ヶ原小学校３年）　中村　健生（長田小学校４年）
　　　　　馬場　美結（阿山小学校４年）　　勝本　真帆（青山小学校４年）　　藤﨑　香帆（上野西小学校５年）
　　　　　村田　麻陽（新居小学校５年）　　小澤　咲月（友生小学校５年）　　市川　隆真（島ヶ原小学校５年）
　　　　　中川　和奏（玉滝小学校５年）　　森　彩乃（青山小学校５年）　　　松本　愛士（青山小学校５年）　
　　　　　岡森　弘樹（上野西小学校６年）　山田　美姫（長田小学校６年）　　中　さくら（長田小学校６年）　
　　　　　町井　紀仁（島ヶ原小学校６年）　北村　結菜（青山小学校６年）　　大塚　みみ（青山小学校６年）　
　　　　　田中　絢菜（青山小学校６年）

　青山小学校　　阿山中学校 

第 15回読書感想文コンクール入賞者発表
◆ 入賞者が決定しました

【問い合わせ】上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999　 ueno-tosho@city.iga.lg.jp
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