
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】　12月 11日㈮
　午後１時 30分～３時
　（開場：午後１時）
【ところ】
　阿山公民館　会議・工作室
【内　容】
○演題：伊賀焼の始まりと窯跡につ
いて
○講師：藤井　尚登さん
【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【定　員】　25人
※申込者多数の場合は抽選し、結果
を全員に通知します。

【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。
【申込期間】
　11月 9日㈪～ 20日㈮
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　防火管理者の資格を習得するため
の講習会です。
【と　き】
○第１回　11月 26日㈭・27日㈮
○第２回　12月３日㈭・４日㈮
　いずれも午前９時～午後４時
【ところ】　消防本部　３階研修室
【料　金】　テキスト代 4,000 円
※伊賀市防火協会員は 2,000 円
【定　員】
　各回先着 30人
【申込方法】
　対象者かどうかお問い合わせの
上、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】
○市内在住・在勤の人
　11月９日㈪～ 20日㈮
○それ以外の人
　11月 16日㈪～ 20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

第３回　歴史・文学講座 甲種防火管理新規講習会

　市では、「伊賀市まるごとハタラ
キカタ応援宣言」を行い、いきいき
と働き続けられる職場づくりに地域
ぐるみで取り組んでいます。この一
環として、イクボス講座を開催しま
す。
【と　き】　11月 30日㈪
　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：私がイクボスをめざした背
景と実践

○講師：㈱中部システムセンター　
代表取締役　田中　裕嗣さん

【対象者】　市内の企業・事業所・団
体などの経営者、管理職、総務人事
担当者など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】
　氏名・会社名・電話番号を、ファッ
クスで下記まで。
【申込期間】
　11月６日㈮～ 16日㈪
【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

イクボス講座

【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

【と　き】　12月 15日㈫
　午後２時～３時 30分
【ところ】
　伊賀市シルバーワークプラザ２階
　（西明寺 2782-92）
【内　容】
　迎春準備として、ご家庭に飾る
「寄せ植え」を作ります。
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【料　金】　1,500 円（材料費）
【定　員】　25人
※申込多数の場合は、抽選とします。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　11月 16日㈪～ 27日㈮
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040

お正月用寄せ植え教室 　十人十色、いろんな人の「好き！」
を知りたい。「伊賀のここが好き！」
という写真を募集します。
※人物が写っている場合は必ず本人
の承諾を得てください。

【応募対象者】
○日本国籍ではない人
○外国にルーツをもつ人かその家族
【応募方法】　プリントした写真を伊
賀市国際交流協会へ持参。
※データ・郵送は不可。
【応募期限】
　11月 30日㈪午後５時
【作品サイズ】
　ハガキ大からA3まで（１人１点）
※内容など詳しくは国際交流協会
ホームページをご覧ください。

【応募先・問い合わせ】
　上野東町 2955
　伊賀市国際交流協会
　（伊賀市多文化共生センター内）
　☎ 22-9629
　平日午前９時～午後５時

外国にルーツをもつ人の
「伊賀のここが好き！」
フォトコンテスト

　女子サッカーなでしこリーグ１部
最終節のマイナビべガルタ仙台レ
ディース戦に合わせてファン感謝祭
を開催します。
　当日はスタジアム周辺で縁日やス
タジアムグルメ、地場産品の物販（プ
レミアム付商品券使用可）のほか、
試合終了後にスタジアム内で選手と
の交流会を行います。いが☆グリオ
とゆかいな仲間たちも登場します。
【と　き】　11月 21日㈯
　午前 11時～午後５時
　（試合キックオフ午後１時）
【ところ】　上野運動公園競技場
【問い合わせ】
　伊賀 FCくノ一三重事務局
　☎ 24-2564

GoToくノ一キャンペーン開催！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　

※右の２次元コードを読み
込んでアクセスできます。

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

　お気に入りのぬいぐるみと一緒に
読み聞かせを楽しみませんか。おと
まりしたぬいぐるみたちが夜の図書
室で何をして過ごしたか、写真に
撮ってお知らせします。
　ぬいぐるみのお迎えは、11 月
21日㈯・22日㈰に来てください。
※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒
でなくても参加できます。

【と　き】　11月 14日㈯
　午前 10時 30分～
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【定　員】
　先着６組（ぬいぐるみは１人１体）
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　11月 9日㈪～ 13日㈮
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

【と　き】　11月 28日㈯
　午後１時 30分～３時
【ところ】　伊賀伝統伝承館
　伊賀くみひも　組匠の里
　（上野丸之内 116-2）
【内　容】
　くみひもを組むための丸台を使っ
て、オリジナルのキーホルダーやブ
レスレットを作ります。
【講　師】　組匠の里　指導員
【参加費】　１人 500円
【対象者】
　市内の小学生とその保護者
【定　員】　親子 10組　
※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。
【申込期間】
　11月４日㈬～ 13日㈮
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

ぬいぐるみとおはなし会
＆おとまり会

親子体験教室
伊賀くみひもづくり

　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた学校推薦型選抜地
域枠Ｂの出願は、市長の推薦を受け
ることが要件となります。
【推薦要件】
　次のすべてを満たす人
○三重大学の推薦要件を満たすこと
○扶養義務者が市内に３年以上居住
していること
○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約が
できること
※提出書類や選考日時など、詳しく
はお問い合わせいただくか、市
ホームページ・三重大学学校推薦
型選抜学生募集要項をご覧くだ
さい。

【選考方法】　面接
【申込方法】
　学校を通じて申し込んでください。
【申込期間】
　11月２日㈪～ 16日㈪　※必着
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

三重大学医学部医学科
学校推薦型選抜地域枠Ｂの
市長推薦

【と　き】　12月８日㈫
　午後１時 30分～３時
【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
【持ち物】　母子手帳・筆記用具・エ
プロン・三角巾・手ふきタオル
【定　員】　先着 6人
【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
号を下記まで。
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】
　11月 11日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】　11月 20日㈮
　午前 10時 30分～ 11時 10分
【ところ】
　青山公民館　中ホール
【内　容】
　人形劇ボランティア「マンマミー
ダ」による楽しい人形劇と紙芝居で
す。人形劇の演目は「三枚のおふだ」
です。
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

人形劇がやってくる

【とき・内容】
※いずれも午後１時 30分～３時
○第３回　令和３年１月 26日㈫
　演題：女性を取りまく社会状況に
　ついて
　講師：伊賀解放創世塾　代表
　大橋　和久さん
○第４回　令和３年２月 16日㈫
　演題：悪徳商法の手口と対処法に
　ついて　
　講師：消費生活センター　相談員
　尾崎　靖さん
○第５回　令和３年３月９日㈫
　演題：映像と語りで巡る城下町
　講師：いがうえの語り部の会会員
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【募集人数】　20人
※応募多数の場合は抽選し、結果を
全員に通知します。

【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【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。
【申込期間】
　11月９日㈪～ 27日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9679　℻  22-9692

上野公民館講座
悠々セミナー
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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。

【と　き】　12月 11日㈮
　午後１時 30分～３時
　（開場：午後１時）
【ところ】
　阿山公民館　会議・工作室
【内　容】
○演題：伊賀焼の始まりと窯跡につ
いて
○講師：藤井　尚登さん
【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【定　員】　25人
※申込者多数の場合は抽選し、結果
を全員に通知します。

【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。
【申込期間】
　11月 9日㈪～ 20日㈮
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　防火管理者の資格を習得するため
の講習会です。
【と　き】
○第１回　11月 26日㈭・27日㈮
○第２回　12月３日㈭・４日㈮
　いずれも午前９時～午後４時
【ところ】　消防本部　３階研修室
【料　金】　テキスト代 4,000 円
※伊賀市防火協会員は 2,000 円
【定　員】
　各回先着 30人
【申込方法】
　対象者かどうかお問い合わせの
上、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】
○市内在住・在勤の人
　11月９日㈪～ 20日㈮
○それ以外の人
　11月 16日㈪～ 20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

第３回　歴史・文学講座 甲種防火管理新規講習会

　市では、「伊賀市まるごとハタラ
キカタ応援宣言」を行い、いきいき
と働き続けられる職場づくりに地域
ぐるみで取り組んでいます。この一
環として、イクボス講座を開催しま
す。
【と　き】　11月 30日㈪
　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：私がイクボスをめざした背
景と実践
○講師：㈱中部システムセンター　
代表取締役　田中　裕嗣さん

【対象者】　市内の企業・事業所・団
体などの経営者、管理職、総務人事
担当者など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】
　氏名・会社名・電話番号を、ファッ
クスで下記まで。
【申込期間】
　11月６日㈮～ 16日㈪
【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

イクボス講座

【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

【と　き】　12月 15日㈫
　午後２時～３時 30分
【ところ】
　伊賀市シルバーワークプラザ２階
　（西明寺 2782-92）
【内　容】
　迎春準備として、ご家庭に飾る
「寄せ植え」を作ります。
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【料　金】　1,500 円（材料費）
【定　員】　25人
※申込多数の場合は、抽選とします。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　11月 16日㈪～ 27日㈮
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040

お正月用寄せ植え教室 　十人十色、いろんな人の「好き！」
を知りたい。「伊賀のここが好き！」
という写真を募集します。
※人物が写っている場合は必ず本人
の承諾を得てください。

【応募対象者】
○日本国籍ではない人
○外国にルーツをもつ人かその家族
【応募方法】　プリントした写真を伊
賀市国際交流協会へ持参。
※データ・郵送は不可。
【応募期限】
　11月 30日㈪午後５時
【作品サイズ】
　ハガキ大からA3まで（１人１点）
※内容など詳しくは国際交流協会
ホームページをご覧ください。

【応募先・問い合わせ】
　上野東町 2955
　伊賀市国際交流協会
　（伊賀市多文化共生センター内）
　☎ 22-9629
　平日午前９時～午後５時

外国にルーツをもつ人の
「伊賀のここが好き！」
フォトコンテスト

　女子サッカーなでしこリーグ１部
最終節のマイナビべガルタ仙台レ
ディース戦に合わせてファン感謝祭
を開催します。
　当日はスタジアム周辺で縁日やス
タジアムグルメ、地場産品の物販（プ
レミアム付商品券使用可）のほか、
試合終了後にスタジアム内で選手と
の交流会を行います。いが☆グリオ
とゆかいな仲間たちも登場します。
【と　き】　11月 21日㈯
　午前 11時～午後５時
　（試合キックオフ午後１時）
【ところ】　上野運動公園競技場
【問い合わせ】
　伊賀 FCくノ一三重事務局
　☎ 24-2564

GoToくノ一キャンペーン開催！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　

※右の２次元コードを読み
込んでアクセスできます。

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

　お気に入りのぬいぐるみと一緒に
読み聞かせを楽しみませんか。おと
まりしたぬいぐるみたちが夜の図書
室で何をして過ごしたか、写真に
撮ってお知らせします。
　ぬいぐるみのお迎えは、11 月
21日㈯・22日㈰に来てください。
※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒
でなくても参加できます。

【と　き】　11月 14日㈯
　午前 10時 30分～
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【定　員】
　先着６組（ぬいぐるみは１人１体）
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　11月 9日㈪～ 13日㈮
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

【と　き】　11月 28日㈯
　午後１時 30分～３時
【ところ】　伊賀伝統伝承館
　伊賀くみひも　組匠の里
　（上野丸之内 116-2）
【内　容】
　くみひもを組むための丸台を使っ
て、オリジナルのキーホルダーやブ
レスレットを作ります。
【講　師】　組匠の里　指導員
【参加費】　１人 500円
【対象者】
　市内の小学生とその保護者
【定　員】　親子 10組　
※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。
【申込期間】
　11月４日㈬～ 13日㈮
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

ぬいぐるみとおはなし会
＆おとまり会

親子体験教室
伊賀くみひもづくり

　地域医療に携わる医師を確保する
ために設けられた学校推薦型選抜地
域枠Ｂの出願は、市長の推薦を受け
ることが要件となります。
【推薦要件】
　次のすべてを満たす人
○三重大学の推薦要件を満たすこと
○扶養義務者が市内に３年以上居住
していること

○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約が
できること

※提出書類や選考日時など、詳しく
はお問い合わせいただくか、市
ホームページ・三重大学学校推薦
型選抜学生募集要項をご覧くだ
さい。

【選考方法】　面接
【申込方法】
　学校を通じて申し込んでください。
【申込期間】
　11月２日㈪～ 16日㈪　※必着
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

三重大学医学部医学科
学校推薦型選抜地域枠Ｂの
市長推薦

【と　き】　12月８日㈫
　午後１時 30分～３時
【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
【持ち物】　母子手帳・筆記用具・エ
プロン・三角巾・手ふきタオル
【定　員】　先着 6人
【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
号を下記まで。
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】
　11月 11日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】　11月 20日㈮
　午前 10時 30分～ 11時 10分
【ところ】
　青山公民館　中ホール
【内　容】
　人形劇ボランティア「マンマミー
ダ」による楽しい人形劇と紙芝居で
す。人形劇の演目は「三枚のおふだ」
です。
【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

人形劇がやってくる

【とき・内容】
※いずれも午後１時 30分～３時
○第３回　令和３年１月 26日㈫
　演題：女性を取りまく社会状況に
　ついて
　講師：伊賀解放創世塾　代表
　大橋　和久さん
○第４回　令和３年２月 16日㈫
　演題：悪徳商法の手口と対処法に
　ついて　
　講師：消費生活センター　相談員
　尾崎　靖さん
○第５回　令和３年３月９日㈫
　演題：映像と語りで巡る城下町
　講師：いがうえの語り部の会会員
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【募集人数】　20人
※応募多数の場合は抽選し、結果を
全員に通知します。

【対象者】
　市内在住・在勤の 20歳以上の人
【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。
【申込期間】
　11月９日㈪～ 27日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9679　℻  22-9692

上野公民館講座
悠々セミナー
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