
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「気づき～こんなとき、どうしま
すか～」
　「2019 年度　伊賀市人権作品受
賞作品パネル」
【と　き】　10月１日㈭～ 29日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「知っていますか？部落地名総鑑
事件」
【と　き】　10月１日㈭～ 29日㈭
※開館延長日　13日㈫・20日㈫
【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

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「LGBT（性的マイノリティ）」
【と　き】　10月６日㈫～ 28日㈬
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「ハンセン病を知る～あなたはハ
ンセン病を知っていますか～」
【と　き】　10月６日㈫～ 22日㈭
※開館延長日　８日㈭、15日㈭
【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

【と　き】　11月 19日㈭
　午後１時 30分～３時
　（開場：午後１時）
【ところ】　いがまち公民館　ホール
【内　容】　織田軍と伊賀衆が２度に
渡って戦った、侍と忍びが直接対決
した戦国唯一の戦を伊賀の歴史と共
に学びましょう。
○演題：天正伊賀の乱～伊賀の歴史
を学ぶ～

○講師：文化財課長　笠井　賢治
【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【定　員】　40人
※申し込み多数の場合は抽選し、結
果を全員に通知します。

【申込期間】　10月５日㈪～23日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話を下記まで。市ホームページから
も申し込めます。
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　人が住まなくなった空き家を長時
間放置すると、内部はかなり傷んで
しまいます。そして、定期的な換気
や掃除、修繕などがされず、損傷し
たまま放置すると、壊れた屋根や壁
が落下したり、建物の倒壊など周囲
に危険を及ぼす恐れがあります。
　しかし、所有者が遠方に住んでい
たり、管理費用がかけられず放置し
ているなど、空き家の悩みごとや困
りごとは、解決に時間が掛かること
が多く、手続きも複雑なため、専門
家の助けが必要になるケースが多く
なっています。
　「空き家を持っているけど、将来ど
うしたらいいかわからなくて不安」、
「空き家を他の人に売ったり貸した
りしたい」、「相続トラブルがあり、
実家が空き家になったまま。誰に相
談したらいいかわからない」など、
空き家に関するお悩みを各分野の専
門家に無料で相談を受けられます。
【と　き】
　10月 24日㈯　午後１時～４時
　（受付：午後０時 30分～３時 30分）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【相談員】
　宅地建物取引士・税理士・司法書
士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・
建築士や建設業の専門家・市職員
【問い合わせ】
　空き家対策室
　☎ 22-9676　℻  22-9641

人権啓発パネル展第２回歴史・文学講座 ワンストップ空き家相談会

【と　き】　11月 22日㈰
　午後１時 30分～３時
【ところ】　青山公民館
【内　容】
○演題：榊莫山展にちなんで
○講師：三重県立美術館学芸員
　原　舞子さん
【定　員】　先着 30人
【申込受付開始日】　10月 22日㈭
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県立美術館友の会事務局
　☎ 059-227-2232
（受付時間：火～金曜日　午後１時
～４時）
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【と　き】　10月 20日㈫
　午後７時 30分～ 9時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：ゆがむメディア　ゆがむ社会
○講師：近畿大学　北口　末広さん
【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

三重県立美術館友の会
美術セミナー

第４回おおやまだ人権大
学講座 in ライトピア

　

● 10 月 27日㈫
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
● 11 月 8日㈰
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～ 4時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　肩こり、腰痛など、日常生活から
くる癖や歪みを改善するストレッチ
体操をします。
【と　き】　11 月６日㈮、12 月４
日㈮、令和３年１月 15日㈮
　すべて午後７時 30分～ 8時 30分
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　陶山　美佐さん
【対象者】
　市内在住で 18歳以上の人
【定　員】　先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　10月８日㈭
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】（全４回）
　11 月 13 日㈮、27 日㈮、12 月 
４日㈮、18日㈮
　すべて午後１時30 分～２時30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【講　師】　健康管理士一般指導員　
　田畑　直美さん
【対象者】
　市内在住・在勤の 18歳以上の人
【定　員】　30人
※応募者多数の場合は抽選し、結果
を申込者全員に通知します。

【持ち物】　動きやすい服装・靴、タ
オル、飲み物
【応募期間】
　10月 5日㈪～ 23日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。市ホームページ
からも申し込めます。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、実車や運転シミュレーター
などを活用した体験・実践型の交通
安全研修「パーク＆バスライドシニ
アラーニング」を開催します。研修
会場へは市が送迎します。
【と　き】　12月 3日㈭
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【集　合】　市営城北駐車場　正午　
※昼食はお済ませください。
【対象者】
　市内在住の 65歳以上で車を運転
する人
【定　員】　先着 8人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　10月 8日㈭～ 11月６日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

「響楽―I
い が の く に
GANOKUNI―」

　国内外で活躍する伊賀市出身の指
揮者山本健太による、I

い が

GA オーケ
ストラアンサンブル B

ぶ ん と

UNTOのコ
ンサートを、宝くじの助成金を受け
て開催します。一般公募合唱団との
共演もあります。
【と　き】
　11月８日㈰　午後 2時～
　（開場：午後１時 15分）
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【出　演】
○指揮：山本　健太さん
○フルート：酒井　彩愛さん、
　森内　啓太さん
○演奏：IGA オーケストラアンサン
ブル BUNTO、一般公募合唱団

【入場料】≪全席指定≫　
○前売：一般 1,000 円（会員 900
円）、高校生以下 500円

○当日：一般・会員共 1,000 円、
高校生以下 500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
【チケット一般発売日】
　９月 22日（火・祝）
【入場券前売り所】
　伊賀市文化会館・青山ホール・
あやま文化センター
【問い合わせ】
○伊賀市文化会館
　☎ 24-7015
○文化交流課
　☎ 22-9621
　℻   22-9619

からだのほぐし体操

初心者向け
ダンスフィットネス教室

パーク＆バスライド
シニアラーニング

新鋭オーケストラと
合唱団で創るコンサート

　大規模な特定用途防火対象物の防
火管理者は、一定期間ごとの再講習
が義務付けられています。より高度
な管理能力と最新の知識と技術を習
得するための講習会です。
【と　き】
　11月６日㈮　午前９時～正午
【ところ】　消防本部　3階研修室
【対象者】
　収容人員が 300 人以上の店舗・
病院・集会場・遊技場など、特定用
途防火対象物の防火管理者
【料　金】　テキスト代 1,400 円
　（防火協会員は 700円）
【定　員】　先着 30人
【申込方法】
　写真１枚（横３㎝×縦４㎝）・印鑑・
テキスト代を下記まで持参。
【申込期間】
　10月 12日㈪～ 23日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※平日のみ
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

甲種防火管理再講習
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「気づき～こんなとき、どうしま
すか～」
　「2019 年度　伊賀市人権作品受
賞作品パネル」
【と　き】　10月１日㈭～ 29日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「知っていますか？部落地名総鑑
事件」
【と　き】　10月１日㈭～ 29日㈭
※開館延長日　13日㈫・20日㈫
【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

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「LGBT（性的マイノリティ）」
【と　き】　10月６日㈫～ 28日㈬
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「ハンセン病を知る～あなたはハ
ンセン病を知っていますか～」
【と　き】　10月６日㈫～ 22日㈭
※開館延長日　８日㈭、15日㈭
【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

【と　き】　11月 19日㈭
　午後１時 30分～３時
　（開場：午後１時）
【ところ】　いがまち公民館　ホール
【内　容】　織田軍と伊賀衆が２度に
渡って戦った、侍と忍びが直接対決
した戦国唯一の戦を伊賀の歴史と共
に学びましょう。
○演題：天正伊賀の乱～伊賀の歴史
を学ぶ～

○講師：文化財課長　笠井　賢治
【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【定　員】　40人
※申し込み多数の場合は抽選し、結
果を全員に通知します。

【申込期間】　10月５日㈪～23日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話を下記まで。市ホームページから
も申し込めます。
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　人が住まなくなった空き家を長時
間放置すると、内部はかなり傷んで
しまいます。そして、定期的な換気
や掃除、修繕などがされず、損傷し
たまま放置すると、壊れた屋根や壁
が落下したり、建物の倒壊など周囲
に危険を及ぼす恐れがあります。
　しかし、所有者が遠方に住んでい
たり、管理費用がかけられず放置し
ているなど、空き家の悩みごとや困
りごとは、解決に時間が掛かること
が多く、手続きも複雑なため、専門
家の助けが必要になるケースが多く
なっています。
　「空き家を持っているけど、将来ど
うしたらいいかわからなくて不安」、
「空き家を他の人に売ったり貸した
りしたい」、「相続トラブルがあり、
実家が空き家になったまま。誰に相
談したらいいかわからない」など、
空き家に関するお悩みを各分野の専
門家に無料で相談を受けられます。
【と　き】
　10月 24日㈯　午後１時～４時
　（受付：午後０時 30分～３時 30分）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【相談員】
　宅地建物取引士・税理士・司法書
士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・
建築士や建設業の専門家・市職員
【問い合わせ】
　空き家対策室
　☎ 22-9676　℻  22-9641

人権啓発パネル展第２回歴史・文学講座 ワンストップ空き家相談会

【と　き】　11月 22日㈰
　午後１時 30分～３時
【ところ】　青山公民館
【内　容】
○演題：榊莫山展にちなんで
○講師：三重県立美術館学芸員
　原　舞子さん
【定　員】　先着 30人
【申込受付開始日】　10月 22日㈭
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県立美術館友の会事務局
　☎ 059-227-2232
（受付時間：火～金曜日　午後１時
～４時）
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

【と　き】　10月 20日㈫
　午後７時 30分～ 9時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○演題：ゆがむメディア　ゆがむ社会
○講師：近畿大学　北口　末広さん
【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

三重県立美術館友の会
美術セミナー

第４回おおやまだ人権大
学講座 in ライトピア

　

● 10 月 27日㈫
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
● 11 月 8日㈰
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～ 4時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　肩こり、腰痛など、日常生活から
くる癖や歪みを改善するストレッチ
体操をします。
【と　き】　11 月６日㈮、12 月４
日㈮、令和３年１月 15日㈮
　すべて午後７時 30分～ 8時 30分
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　陶山　美佐さん
【対象者】
　市内在住で 18歳以上の人
【定　員】　先着 20人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込受付開始日】　10月８日㈭
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

【と　き】（全４回）
　11 月 13 日㈮、27 日㈮、12 月 
４日㈮、18日㈮
　すべて午後１時30 分～２時30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【講　師】　健康管理士一般指導員　
　田畑　直美さん
【対象者】
　市内在住・在勤の 18歳以上の人
【定　員】　30人
※応募者多数の場合は抽選し、結果
を申込者全員に通知します。

【持ち物】　動きやすい服装・靴、タ
オル、飲み物
【応募期間】
　10月 5日㈪～ 23日㈮
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。市ホームページ
からも申し込めます。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、実車や運転シミュレーター
などを活用した体験・実践型の交通
安全研修「パーク＆バスライドシニ
アラーニング」を開催します。研修
会場へは市が送迎します。
【と　き】　12月 3日㈭
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【集　合】　市営城北駐車場　正午　
※昼食はお済ませください。
【対象者】
　市内在住の 65歳以上で車を運転
する人
【定　員】　先着 8人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　10月 8日㈭～ 11月６日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

「響楽―I
い が の く に
GANOKUNI―」

　国内外で活躍する伊賀市出身の指
揮者山本健太による、I

い が

GA オーケ
ストラアンサンブル B

ぶ ん と

UNTOのコ
ンサートを、宝くじの助成金を受け
て開催します。一般公募合唱団との
共演もあります。
【と　き】
　11月８日㈰　午後 2時～
　（開場：午後１時 15分）
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【出　演】
○指揮：山本　健太さん
○フルート：酒井　彩愛さん、
　森内　啓太さん
○演奏：IGA オーケストラアンサン
ブル BUNTO、一般公募合唱団

【入場料】≪全席指定≫　
○前売：一般 1,000 円（会員 900
円）、高校生以下 500円

○当日：一般・会員共 1,000 円、
高校生以下 500円

※未就学児の入場はご遠慮ください。
【チケット一般発売日】
　９月 22日（火・祝）
【入場券前売り所】
　伊賀市文化会館・青山ホール・
あやま文化センター
【問い合わせ】
○伊賀市文化会館
　☎ 24-7015
○文化交流課
　☎ 22-9621
　℻   22-9619

からだのほぐし体操

初心者向け
ダンスフィットネス教室

パーク＆バスライド
シニアラーニング

新鋭オーケストラと
合唱団で創るコンサート

　大規模な特定用途防火対象物の防
火管理者は、一定期間ごとの再講習
が義務付けられています。より高度
な管理能力と最新の知識と技術を習
得するための講習会です。
【と　き】
　11月６日㈮　午前９時～正午
【ところ】　消防本部　3階研修室
【対象者】
　収容人員が 300 人以上の店舗・
病院・集会場・遊技場など、特定用
途防火対象物の防火管理者
【料　金】　テキスト代 1,400 円
　（防火協会員は 700円）
【定　員】　先着 30人
【申込方法】
　写真１枚（横３㎝×縦４㎝）・印鑑・
テキスト代を下記まで持参。
【申込期間】
　10月 12日㈪～ 23日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※平日のみ
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

甲種防火管理再講習
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