
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。
　「認知症について知りたい」「相談
したい」「仲間を作りたい」という
皆さん、ぜひお越しください。
【と　き】
　11月10日㈫　午前10 時～正午
※午前 10 時 30 分から約 20 分間
は、健康体操や脳トレなどのミニ
イベントを行います。

【ところ】
　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
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】
　12月 3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
【申込先・問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616

　もの忘れを早期に発見するため、
脳の健康チェックを行います。保健
師による相談もあります。
【と　き】　11月 25日㈬
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】　青山保健センター
※過去に受けたことがある人は、６
カ月以上の期間を空けて受けるこ
とをお勧めします。

【申込先・問い合わせ】
　地域包括支援センター　
　☎ 26-1521　℻  24-7511

　認知症の基本から予防方法、認知
症の人との接し方を分かりやすくお
話しします。
【と　き】
　11月 14日㈯　午後２時～４時
　（受付：午後１時 30分～）
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【講　師】
　岡波総合病院老人看護専門看護師
　市川　智子さん
　作業療法士　前田　成孝さん、
　北川　愛理さん
【定　員】　先着 60人
※中止の場合、岡波総合病院ホーム
ページでお知らせしますので、開
催日前日に必ずご確認ください。

【問い合わせ】
　岡波総合病院
　リハビリテーション科
　☎ 21-3135　℻  21-5237

市民公開講座
「認知症ってどんな病気？」

インターネット公売
　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※せり売り・入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時
　11月４日㈬　午後４時
◆参加申込期限
　11月 20日㈮　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

いがオレンジカフェ

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　伊賀の産業といえば、か
つては和傘もその一つでしたが、
大正５年（1916）刊の『伊山商
工名鑑』記載の旧上野町 820 軒
のうち、和傘を販売した傘商は
何軒？
①６軒　　② 16軒
③ 31軒　④ 51軒

（答えは 37ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】
　11月 17日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　名張市役所　会議室 302
　（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

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

【と　き】　12月６日㈰
①午前９時 30分～ 10時 30分
②午前 11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・沐浴体験・妊
婦相談・育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【定　員】　各回先着 8組
【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。
【申込期間】
　11月９日㈪～ 12月４日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

ウェルカムベビー教室

圏域ニュース　今月のイチ押し！
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

水と歴史でつながる伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）定住自立圏

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村

南山城村南山城村

　伊賀市は、京都府笠置町・南山城村・奈良県山
添村と定住自立圏形成協定を締結し、医療や防災、
観光などを連携して事業に取り組んでいます。
　この圏域は、住民が従来から買い物、医療、仕
事、文化、スポーツなど、生活において繋がりや
結びつきが強く、圏域外に誇れる地域です。
　それぞれの地域がイチ押しのスポットなどを紹
介します。

笠置山もみじ公園ライトアップ
　笠置寺境内にある笠置山もみじ公園は、秋にな
るとモミジやカエデが色づく紅葉の名所です。
　落葉後は真っ赤なモミジのじゅうたんを敷いた
ようになり、ハイキングや散策に最適です。
　また、11月中は公園一帯がライトアップされ、
日中とは違った幻想的な
モミジの葉を見ていただ
けます。
◆夜間ライトアップ
【と　き】
　11月１日㈰～ 30日㈪　午後５時～９時　
【ところ】　京都府相楽郡笠置町笠置
※午前９時～午後４時は入山拝観料（大人 300円、
中学生100 円、小学生以下無料）が必要。ライ
トアップ時無料。

【問い合わせ】　笠置町商工観光課
　☎ 0743-95-2301（代表）

笠置町笠置町

本堂：京都府登録有形文化財
仏像：国重要文化財
　北大河原地区にある春光寺に
は、「木像薬師如来立像」が祀
られています。寺の由来などに
ついては、寺に唯一残る文献に
『快然という僧が開いたという
ことが伝承されている』と記録されています。
　木像薬師如来立像は、カヤ一木造りで、平安時
代初期の作といわれています。頭部は小さめで体
つきをややがっちりさせた造りは、奈良の元興寺
にある国宝・木像薬師如来立像を思わせるもので、
昭和 53年に国の重要文化財に指定されました。
【ところ】
　京都府相楽郡南山城村北大河原北垣内 4-1
※拝観希望の場合は事前にご連絡ください。
【問い合わせ】　春光寺　☎ 0743-93-0852

星ふるさとのカフェレストラン　映山紅
　天体観測や雲海などの
眺望が人気のフォレスト
パーク神野山にある「映
山紅」が、装いも新たに
オープンしました。
　眺望を楽しみながら、
軽食や季節のデザートな
どを味わうことができま
す。また、定期的に音楽
イベントなどを行います。
　新型コロナウイルス感染症対策を徹底してお
り、ペットの同伴も可能です。ぜひ、景観を楽し
みにお越しください。
【問い合わせ】　Café レストラン映山紅
　（奈良県山辺郡山添村伏拝 888-1）
　☎ 0743-87-0670
　定休日：月・火曜日　※祝日の場合は営業

山添村山添村

春光寺

山添村
[奈良県]

南山城村
[京都府]

笠置町
[京都府]

伊賀市
[三重県]
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