※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。

催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】 １月 28 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

催し

催し

人権パネル展

◆寺田市民館「じんけん」パネル展
「水平社宣言」
【と き】
１月６日㈪〜 30 日㈭
午前９時〜午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 14 日㈫・21 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
「食品ロスと貧困問題」
【と き】
１月７日㈫〜 23 日㈭
午前９時〜午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
催し 読む紙芝居 de「初めての連句」講座
※９日㈭・16 日㈭は午後７時 30
俳句のもとは俳諧之連歌（連句）
分まで延長します。
で、芭蕉さんは俳諧師として仲間た 【ところ】
ちと連句も行いました。芭蕉さんに
いがまち人権センター
近づく第一歩として連句をやさしく 【問い合わせ】
解説します。
「連句って何だろう？」
いがまち人権センター
と思っている皆さん、大歓迎です。
☎ 45-4482 ℻ 45-9130
連句の世界をのぞいてみませんか。
【と き】 １月 19 日㈰
催し 人形劇がやってくる
午後１時 30 分〜３時
人形劇ボランティア マンマミーダ
【ところ】
による楽しい人形劇とエプロンシア
上野東部地区市民センター
ターです。人形劇の演目は「かさじ
２階会議室
ぞう」です。
【講 師】
【と き】
梅田 徹さん
１月 30 日㈭
【問い合わせ】
午前 10 時 30 分〜 11 時
文化交流課
【ところ】
☎ 22-9621 ℻ 22-9619
青山図書室
【問い合わせ】
催し 脳の健康チェック
青山公民館
（もの忘れ相談）
☎ 52-1110 ℻ 52-1211
心配なもの忘れを早期に発見する
ため、もの忘れ相談プログラムによ
催し いが オレンジカフェ
る脳の健康チェックを行います。ま
認知症を理解するために誰もが集
た、保健師による相談もあります。
える場所です。ゆっくりした時間を
【と き】 １月 29 日㈬
スタッフと一緒に過ごしませんか。
午前 10 時〜 11 時 30 分
【と き】
【ところ】
２月４日㈫ 午前 10 時〜正午
本庁舎 ４階会議室 401
※過去に受けたことがある人は、６ 【ところ】
伊賀シルバーケア豊壽園
カ月以上の期間を空けて受けるこ
（久米町 872 番地の１）
とをお勧めします。
【問い合わせ】
【問い合わせ】
地域包括支援センター
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ℻ 24-7511
☎ 26-1521 ℻ 24-7511

第 11 回いがファミリーフェスタ

【と き】 ２月９日㈰ 午後２時〜
（受付：午後１時 30 分）
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４・５階
（受付：４階）
※駐車場：上野公園第２・第３駐車
場（本イベントに参加することを
伝えると料金が無料になります。）
【対象者】 小学校低学年・未就学児
の子どもとその保護者
【定 員】
家族 50 組 ※先着順
【内 容】
◆午後２時〜３時
＜大人＞講演会
実体験をもとに、子どもの世界か
ら大人自身が学ぶことを提案しま
す。生き方が楽になる、笑いあり涙
ありの子育て講演。
演題：子どもの思いをくみ取るとは
講師：NPO 法人ほがらか絵本畑
理事長 三浦 伸也さん
＜子ども＞
託児ボランティア「カンガルー」
による遊び
◆午後３時 15 分〜３時 45 分
＜大人・子ども＞
講師による大人も子どもも楽しめ
る「しんちゃんの絵本ライブ」
【申込方法】
電話・E メールで下記まで申し込
んでください。
【申込受付開始日】 １月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ℻ 22-9692
gakushuu@city.iga.lg.jp

催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

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】 ２月６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
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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/

市民人権講座

お知らせ
催
し
募
集
まちかど通信

ス マ ホ 利 用 の 低 年 齢 化 が 進 み、
ネットトラブル、ネット依存などが深
刻な問題になっています。大切な子
どもたちを、ネットでの被害者にも
加害者にもさせないために、どうす
れば子どもたちの「困った」に気づ
き、
支援できるかを学べる講座です。
【と き】
２月 14 日㈮ 午後７時〜９時
【ところ】
本庁舎 ５階会議室 501
【内 容】
演題：スマホ時代の子どもに大人
ができること
講師：NPO 法人奈良地域の学び
推進機構理事 石川 千明さん
【定 員】 80 人
【申込方法】
氏名・電話番号を下記までお伝え
ください。
【申込期限】
１月 31 日㈮
【申込先・問い合わせ】
人権政策課
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
jinken-danjo@city.iga.lg.jp

募集

多文化共生講演会

コラム
図書など
子育て支援・無料相談

【と き】
２月３日㈪ 午後６時〜８時
【ところ】
三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
【内 容】
外国人住民の多い伊賀市で、今後
求められる地域の取り組みについ
て、ユーモアを交えながらやさしく
お伝えします。
演題：なぜ多文化共生なのか？
講師：（一財）ダイバーシティ研究所
代表理事 田村 太郎さん
【定 員】
100 人
【申込方法】
電話、E メール
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込期間】
１月７日㈫〜１月 27 日㈪
午前９時〜午後５時
【申込先・問い合わせ】
伊賀市国際交流協会
☎ 22-9629
mie-iifa@ict.jp
【担当課】
市民生活課

17

募集

令和２年度松阪高等学校
通信制入学者

【試験日】 ３月 10 日㈫
【試験科目】 作文・面接
（学力検査はありません。）
【試験会場】 県立松阪高等学校
（松阪市垣鼻町 1664 番地）
【願書受付期間】
２月 21 日㈮〜 26 日㈬
午前９時〜午後４時
（26 日は正午まで）
※学校説明会を行いますので、希望
者は事前にお問い合わせくださ
い。
【問い合わせ】
松阪高等学校通信制課程 入試窓口
☎ 0598-30-5300
℻ 0598-25-0533
tusin ＠ hmatus.mie-c.ed.jp
URL http://www.mie-c.ed.jp/hmatus/
【担当課】 生涯学習課

募集

第６回 いがうえの まちゼミ

催し

離乳食教室

【と き】 １月 21 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】 離乳食初期〜完了期の
話・実演見学・栄養相談
子どもと一緒に参加できます。
【持ち物】
母子健康手帳・筆記用具など
【問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

催し

いがまち男女共同参画セミナー

性別にとらわれず人権を尊重し、
個人の能力を十分に発揮できる男女
共同参画社会の実現をめざし、セミ
ナーを開催します。
【と き】 １月 31 日㈮
午後７時 30 分〜９時
【ところ】 いがまち公民館ホール
【内 容】
演題：自分らしく生きるために！
〜伊賀で実現できた僕らの生活〜
講師：加納 克典さん
嶋田 全宏さん
【問い合わせ】
伊賀支所振興課
☎ 45-9111 ℻ 45-9120

お店の人が教えてくれる！目からウ
ロコの得する街のゼミナール
商店街の各商店主などが講師とな
り、プロならではの専門知識などを
教えるゼミを開催します。
開催日時や定員などは講座により
異なります。詳しくは、上野商工
会議所ホームページ（http://iga催し 伊賀市・名張市合同就職セミナー
ueno.or.jp/）をご確認ください。
【と き】 ２月１日㈯〜 29 日㈯
【と き】
【ところ】 市内 18 店舗
３月 10 日㈫ 午後１時〜４時
【料 金】
【ところ】 名張市総合体育館
材料費がかかる場合のみ実費
HOS 名張アリーナ
【申込方法】 各店舗へ電話で申し込
（名張市夏見 2812 番地）
んでください。※先着順
【内 容】
【申込受付開始日】 １月 18 日㈯〜
地元就職を促進するため、U・J・
※時間は各店舗の営業開始時間です。 I ターンを含む就職セミナーを開催
【問い合わせ】
します。市内や周辺企業など約 80
伊賀上野まちゼミの会事務局
社が求人企業として参加し、企業と
（上野商工会議所内）
参加者との直接面談方式です。事前
☎ 21-0527
のエントリーは必要ありません。当
【担当課】 商工労働課
日直接会場にお越しください。
【対象者】 2021 年春卒業予定の大
学生・短大生・専門学生、未就職者、
ご意見をお聞かせください
転職希望者
広報いが市・行政情報番組
※保護者も参加でき、直接企業担当
（ウィークリー伊賀市・文字放
者と面談できます。
送）について、ご意見・ご提案
【問い合わせ】
をお聞かせください。
商工労働課
【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9669 ℻ 22-9695
☎ 22-9636 ℻ 22-9617
名張商工会議所
kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
☎ 63-0080
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