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◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　身元調査と部落差別

【と　き】　２月３日㈪～ 27 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
　２月４日㈫・18 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
　2019 年度いがまち人権センター
活動紹介

【と　き】

　２月 12 日㈬～３月 31 日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
　２月 20 日㈭、３月５日㈭、３月
19 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

　子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域活動の成果を発表します。
◆展覧会

【と　き】　２月 15 日㈯・16 日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】

　大山田 B&G 海洋センター
【内　容】

　絵画・書・手工芸・生け花など
◆芸能大会

【と　き】　２月 16 日㈰
　午後１時 30 分～（開場：午後１時）
【ところ】

　大山田農村環境改善センター
【内　容】

　日舞・大正琴・管楽器など
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131

人権パネル展催し

第 35 回大山田芸術文化祭催し

　令和元年９月～ 12 月に伊賀市国
民健康保険で診療を受けた人に、「国
民健康保険医療費のお知らせ」を３
月上旬に送付します。このお知らせ
は、医療費控除の申告手続きで、「医
療費控除の明細書」として使用でき
ます。再交付できませんので、なく
さないように注意してください。
　なお、このお知らせに記載されて
いないものがある場合は、医療機関
で発行された領収書に基づいて、「医
療費控除の明細書」を作成し、その
明細書を申告書に添付する必要があ
ります。領収書は確定申告期限から
５年間保存してください。
　また、高額療養費などで補

ほ

填
てん

され
た場合は、その金額を自己負担額か
ら差し引いてください。
【問い合わせ】

　保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26-0151

　部落差別をはじめとするあらゆる
差別の撤廃に向けた講座です。
【と　き】

　２月 28 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：地域における隣保館のあり
　方と人権のまちづくり（仮題）
○講師：（公財）住吉隣保事業推進協会
　常務理事　友永　健吾さん
【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

医療費のお知らせ
お知
らせ

　定住自立圏とは、同じ生活圏域の
市町村が連携して、住民の定住につ
なげる取り組みです。市では京都府
笠置町・南山城村・奈良県山添村の
４市町村で「伊賀・山城南・東大和
定住自立圏」を形成しています。
　今後、さらに進む人口減少や少
子高齢化に対応し、魅力ある圏域を
つくるためにシンポジウムを開催し
ます。
【と　き】

　２月 23 日（日・祝）
　午後１時 30 分～４時
【ところ】

　山添村ふれあいホール
（奈良県山辺郡山添村大字大西
1367 番地）

【内　容】

○第１部　講演
　演題：「定住自立圏構想について」
　講師：総務省地域力創造グループ
　地域自立応援課長　角田　秀夫さん
○第２部　パネルディスカッション
　「魅力ある圏域を創るために」
　コーディネーター：伊賀・山城南・
　東大和定住自立圏共生ビジョン懇
　談会　会長　久　隆浩さん
　パネリスト：伊賀市長・笠置町長・
　南山城村長・山添村長
【問い合わせ】

　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672

【と　き】

○２月 29 日㈯
　午前１０時～午後５時
○３月１日㈰
　午前９時 30 分～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　
　５階多目的大研修室、学習室１・
２、ギャラリー
【内　容】

○展示部門：絵画・書・伊勢型紙・
　切手・盆栽・生け花・陶芸・絵手
　紙など
○舞台部門：詩吟・民謡・マジック・
　演劇・大正琴・ダンス・合唱・
　尺八・オカリナなど
【問い合わせ】

　上野公民館
　☎ 22-9637
　℻   22-9692

サークルまつり催し

定住自立圏シンポジウム催し

いがまち人権センター
第４回解放講座

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】
　３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）・沐浴体験・
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】
　２月７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】
　２月 18 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】
　離乳食後期（３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】
　２月７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

ウェルカムベビー教室募集

離乳食教室募集

【と　き】

○第８回：２月 18 日㈫
○第９回：３月 10 日㈫
※ともに午後１時 30 分～３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】

○第８回
　演題：だれもが安心してくらせる
　まちづくりのために～身近なくら
　しの中から～
　講師：（公社）三重県人権教育研究協
　議会　事務局長　堀川　克法さん
○第９回
　演題：万葉集を読む
　講師：京都大学大学院人間・環境
　学研究科　准教授　佐野　宏さん
【対象者】

　20 歳以上の人
【問い合わせ】

　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

【と　き】

　２月 15 日㈯
　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　（開場：午前 10 時 15 分）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】

　人形劇団むすび座公演
○紙であそぼう　かみカミどり～む
○あかちゃんゴリラのゴリゴリ
【対象者】

　おもに未就学児～小学校低学年の
子どもとその保護者
【持ち物】

　ブルーシートに座ります。座布団、
クッションが必要な人は持参してく
ださい。
【定　員】

　200 人　※当日先着順
【駐車場】

　市営上野公園第３駐車場
【問い合わせ】

　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　２月 25 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】

　本庁舎　２階会議室 202
【料　金】　200 円
（認知症の人は無料。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

　差別のない明るい市民社会の実現
をめざす講座です。 
【と　き】

　２月 12 日㈬
　午後７時 30 分～９時 
　（受付：午後７時～） 
【ところ】

　ハイトピア伊賀 
　５階多目的大研修室 
【内　容】　
○演題：「母娘で問うた部落差別」　
　～いま、ここ～ 
○講師：人権テイクルート代表
　坂田　かおりさん
【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

青少年健全育成推進大会催し

悠々セミナー催し 認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

上野同和教育研究協議会
第３回連続講座

催し

15 広報いが市 2020 年（令和２年） ２月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し


