
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

「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
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

　市消防本部・市消防団による消防
出初式を、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため、規模を縮小して
行います。
※見学はご遠慮ください。
【と　き】　１月 10日㈰　
　午前 10時～ 11時
【ところ】　しらさぎ運動公園
　多目的グラウンド
【問い合わせ】　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

【と　き】　12月６日㈰・13日㈰
　午前 10時～午後３時
【専用ダイヤル】
　☎ 059-224-2026
※相談日当日のみつながります。
※相談は１時間程度を限度とします。
【対応者】　弁護士（三重弁護士会）・
司法書士（三重県司法書士会）
【問い合わせ】　市民生活課　
　☎ 22-9638　℻  22-9641

消防出初式

借金のお悩み電話相談

　「料理に挑戦してみよう」という
男性を対象とした料理教室です。大
切な人と笑顔で過ごすため、簡単で
美味しい料理に挑戦してみませんか。
【と　き】　１月 23日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【メニュー】
　鮭とたらこの炊き込みご飯・肉の
しぐれ煮・厚焼き玉子・野菜のごま
酢和え・デザート ほか
※試食は行わず、弁当にします。
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着 12人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　12月７日㈪
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【と　き】　12月 15日㈫・16日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児を希望する人は、申込時にお
伝えください。

【対象者】
　看護師免許を持っている人
※令和３年３月末までに看護師免許
取得予定の人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】　12月 11日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

　開催を延期していた記念講演会を
行います。
【と　き】　12月 19日㈯
　午後１時 30分～３時 15分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　3階ホール
【内　容】
○演題：伊賀上野の城下町と成瀬平
馬家長屋門
○講師：三重大学名誉教授
　菅原　洋一さん
　講演会のほか、午後２時 30分か
ら４時まで成瀬平馬家長屋門を自由
に見学できます。
【定　員】　25人程度
【申込方法】　電話
※成瀬平馬家長屋門の見学のみの場
合は申込不要です。

【申込期限】　12月 18日㈮
【申込先・問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628

おとこの料理教室
おうちで食べる彩り弁当

ナースのための
カムバックセミナー

成瀬平馬家長屋門
工事完成記念講演会

　12月は、「明るい選挙推進強調月
間」です。
　政治家は、冠婚葬祭など一般的な
日常の付き合いであっても、法律で
寄附行為が禁止されています。
　伊賀市明るい選挙推進協議会では
「贈らない、求めない、受け取らない」
のルールを守り、公平公正な選挙の
実現のため「三ない運動」を重点的
に進めています。
　不正を防ぐには、政治に携わる人
だけでなく、有権者一人ひとりが認
識を深め、自覚することが大切です。
◆寄附行為
○町内会の集会や旅行、地域の行事
などへ、寸志や飲食物の差し入れ
をする。

○入学、卒業、就職、出産などのお
祝いに金品を贈る。

○花輪や供花を贈る。
【問い合わせ】
　伊賀市明るい選挙推進協議会事務局
（総務課内）
　☎ 22-9601　℻  22-9672

明るい選挙推進強調月間

　12 月７日㈪から 11 日㈮まで、
上野公園高石垣の維持管理と景観保
持のため、陸上自衛隊第 33普通科
連隊（久居駐屯地）による、高石垣
の雑木伐採作業を行います。
　終日作業をする予定の８日㈫、９
日㈬、10日㈭は、隊員の皆さんが、
忍者のように作業をする姿をご覧い
ただけます。
【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 22-9731　℻  22-9734

上野公園高石垣雑木伐採作業

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　12月８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：「人権の世間」をつくる
○講師：近畿大学　奥田　均さん
【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

第５回おおやまだ人権大学
講座 inライトピア

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

※右の２次元コードを読
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」

　水引の話とあわじ結びの祝い箸・
お年玉袋を作ります。
【と　き】　12月 20日㈰
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　青山公民館　中ホール
【講　師】　「ギャラリエ 縁」
　小島　敏孝さん、小島　淳子さん
【対象者】　小学生以上
※小学生は保護者同伴
【料　金】　500円
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　住所･氏名･電話番号を下記まで。
【申込期間】　12月７日㈪～14日㈪
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

もうすぐお正月水引講座

　12 月 28 日㈪までスタンプラ
リーパネル展 2020 を開催してい
ます。スタンプを５つ集めた人には
ひざかけをプレゼントします。

◆島ヶ原支所　人権パネル展
　「気づきパネル　こんなときどう
しますか？」
【と　き】　12月１日㈫～ 14日㈪
【ところ】　島ヶ原支所

◆阿山支所　人権啓発パネル展
　「子どもの人権」
【と　き】　12月１日㈫～ 28日㈪
【ところ】　阿山支所

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「ありのまま、ここで生きる～障
がいのある人の視点から社会を見つ
め直す～」
【と　き】　12月１日㈫～ 24日㈭
※開館延長日　８日㈫、15日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

◆いがまち人権パネル展
　「部落差別解消推進法」
【と　き】　12月１日㈫～ 17日㈭
※開館延長日　３日㈭、17日㈭
【ところ】　いがまち人権センター

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「気づきパネル　こんなときどう
しますか？」
　「新型コロナウイルスの３つの顔
を知ろう～負のスパイラルを断ち
切るために～」

【と　き】　12月15日㈫～28日㈪
【ところ】　青山公民館　１階ロビー

【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

スタンプラリーパネル展2020
～人権の花を咲かせよう～

【と　き】
　12月 16日㈬　午後１時～４時
【ところ】
　本庁舎　2階相談室 3
【定　員】　先着 6人
【申込方法】　電話
【申込期限】
　12月 15日㈫　午後 5時
※次回の開催は２月 17日㈬です。
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター
　三重地方事務所（法テラス）
　☎ 050-3383-5470

　ごみの受け入れやごみ処理に関す
る作業などを見学します。
【と　き】
　１月 20日㈬　午前 10時～
【ところ】
　さくらリサイクルセンターなど
【対象者】　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　電話
【申込期間】　12月７日㈪～18日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 22-9624　℻  22-9641

法テラス法律相談会

環境ウォッチング
「ごみ処理施設等見学会」

本庁舎　４階

　市内で活動する個人、団体な
らどなたでも展示できます。
令和３年１月からの

展示作品募集中
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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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。

「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
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

　市消防本部・市消防団による消防
出初式を、新型コロナウィルス感染
症拡大防止のため、規模を縮小して
行います。
※見学はご遠慮ください。
【と　き】　１月 10日㈰　
　午前 10時～ 11時
【ところ】　しらさぎ運動公園
　多目的グラウンド
【問い合わせ】　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

【と　き】　12月６日㈰・13日㈰
　午前 10時～午後３時
【専用ダイヤル】
　☎ 059-224-2026
※相談日当日のみつながります。
※相談は１時間程度を限度とします。
【対応者】　弁護士（三重弁護士会）・
司法書士（三重県司法書士会）
【問い合わせ】　市民生活課　
　☎ 22-9638　℻  22-9641

消防出初式

借金のお悩み電話相談

　「料理に挑戦してみよう」という
男性を対象とした料理教室です。大
切な人と笑顔で過ごすため、簡単で
美味しい料理に挑戦してみませんか。
【と　き】　１月 23日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【メニュー】
　鮭とたらこの炊き込みご飯・肉の
しぐれ煮・厚焼き玉子・野菜のごま
酢和え・デザート ほか
※試食は行わず、弁当にします。
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着 12人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　12月７日㈪
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【と　き】　12月 15日㈫・16日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児を希望する人は、申込時にお
伝えください。

【対象者】
　看護師免許を持っている人
※令和３年３月末までに看護師免許
取得予定の人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】　12月 11日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

　開催を延期していた記念講演会を
行います。
【と　き】　12月 19日㈯
　午後１時 30分～３時 15分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　3階ホール
【内　容】
○演題：伊賀上野の城下町と成瀬平
馬家長屋門
○講師：三重大学名誉教授
　菅原　洋一さん
　講演会のほか、午後２時 30分か
ら４時まで成瀬平馬家長屋門を自由
に見学できます。
【定　員】　25人程度
【申込方法】　電話
※成瀬平馬家長屋門の見学のみの場
合は申込不要です。

【申込期限】　12月 18日㈮
【申込先・問い合わせ】
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻  22-9628

おとこの料理教室
おうちで食べる彩り弁当

ナースのための
カムバックセミナー

成瀬平馬家長屋門
工事完成記念講演会

　12月は、「明るい選挙推進強調月
間」です。
　政治家は、冠婚葬祭など一般的な
日常の付き合いであっても、法律で
寄附行為が禁止されています。
　伊賀市明るい選挙推進協議会では
「贈らない、求めない、受け取らない」
のルールを守り、公平公正な選挙の
実現のため「三ない運動」を重点的
に進めています。
　不正を防ぐには、政治に携わる人
だけでなく、有権者一人ひとりが認
識を深め、自覚することが大切です。
◆寄附行為
○町内会の集会や旅行、地域の行事
などへ、寸志や飲食物の差し入れ
をする。
○入学、卒業、就職、出産などのお
祝いに金品を贈る。
○花輪や供花を贈る。
【問い合わせ】
　伊賀市明るい選挙推進協議会事務局
（総務課内）
　☎ 22-9601　℻  22-9672

明るい選挙推進強調月間

　12 月７日㈪から 11 日㈮まで、
上野公園高石垣の維持管理と景観保
持のため、陸上自衛隊第 33普通科
連隊（久居駐屯地）による、高石垣
の雑木伐採作業を行います。
　終日作業をする予定の８日㈫、９
日㈬、10日㈭は、隊員の皆さんが、
忍者のように作業をする姿をご覧い
ただけます。
【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 22-9731　℻  22-9734

上野公園高石垣雑木伐採作業

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　12月８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：「人権の世間」をつくる
○講師：近畿大学　奥田　均さん
【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

第５回おおやまだ人権大学
講座 inライトピア

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

※右の２次元コードを読
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」

　水引の話とあわじ結びの祝い箸・
お年玉袋を作ります。
【と　き】　12月 20日㈰
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　青山公民館　中ホール
【講　師】　「ギャラリエ 縁」
　小島　敏孝さん、小島　淳子さん
【対象者】　小学生以上
※小学生は保護者同伴
【料　金】　500円
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　住所･氏名･電話番号を下記まで。
【申込期間】　12月７日㈪～14日㈪
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

もうすぐお正月水引講座

　12 月 28 日㈪までスタンプラ
リーパネル展 2020 を開催してい
ます。スタンプを５つ集めた人には
ひざかけをプレゼントします。

◆島ヶ原支所　人権パネル展
　「気づきパネル　こんなときどう
しますか？」
【と　き】　12月１日㈫～ 14日㈪
【ところ】　島ヶ原支所

◆阿山支所　人権啓発パネル展
　「子どもの人権」
【と　き】　12月１日㈫～ 28日㈪
【ところ】　阿山支所

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「ありのまま、ここで生きる～障
がいのある人の視点から社会を見つ
め直す～」
【と　き】　12月１日㈫～ 24日㈭
※開館延長日　８日㈫、15日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

◆いがまち人権パネル展
　「部落差別解消推進法」
【と　き】　12月１日㈫～ 17日㈭
※開館延長日　３日㈭、17日㈭
【ところ】　いがまち人権センター

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「気づきパネル　こんなときどう
しますか？」

　「新型コロナウイルスの３つの顔
を知ろう～負のスパイラルを断ち
切るために～」

【と　き】　12月15日㈫～28日㈪
【ところ】　青山公民館　１階ロビー

【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

スタンプラリーパネル展2020
～人権の花を咲かせよう～

【と　き】
　12月 16日㈬　午後１時～４時
【ところ】
　本庁舎　2階相談室 3
【定　員】　先着 6人
【申込方法】　電話
【申込期限】
　12月 15日㈫　午後 5時
※次回の開催は２月 17日㈬です。
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター
　三重地方事務所（法テラス）
　☎ 050-3383-5470

　ごみの受け入れやごみ処理に関す
る作業などを見学します。
【と　き】
　１月 20日㈬　午前 10時～
【ところ】
　さくらリサイクルセンターなど
【対象者】　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　電話
【申込期間】　12月７日㈪～18日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 22-9624　℻  22-9641

法テラス法律相談会

環境ウォッチング
「ごみ処理施設等見学会」

本庁舎　４階

　市内で活動する個人、団体な
らどなたでも展示できます。
令和３年１月からの

展示作品募集中
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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