
※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】
　２月９日㈫　午前 10時～正午
※午前 10時 30 分から健康体操や
脳トレなどのミニイベントを行い
ます。（20分程度）

【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

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
　２月９日㈫　午後４時
◆参加申込期限
　２月 24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

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　伊賀市島ヶ原の正月堂の
秘仏十一面観音は、（　　　）に
１度の開帳が許され、木造立像
で高さは 205.2cmです。
① 15年
② 20年
③ 25年
④ 33年

（答えは 25ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症への理解を深めるための講
演を動画配信します。また、視聴環
境がない人向けに、視聴会を開催し
ます。

【動画配信開始日】
　市公式 Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
　「忍者市チャンネル」
　２月 15日㈪
【講演１】
○演題：若年性認知症になっても笑
顔のままで
○講師：b

ボ ー ダ ー レ ス

orderless-w
ウ ィ ズ

ith-d
デ ィ メ ン シ ア

ementia-
　若年性認知症当事者
　山田　真由美さん
　メンバー　山下　祐佳里さん
【講演２】
○演題：当事者とともにつくる地域・
　社会
○講師：山下　祐佳里さん

◆視聴会
【とき・ところ】
○２月 15日㈪
　午後 1時 30分～３時
　青山福祉センター教養娯楽室
○２月 16日㈫
　午前 10時～ 11時 30分
　いがまち保健福祉センター研修室
○２月 20日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
　本庁舎　５階会議室 501
※各会場とも収容人数に限りがあり
ます。希望する視聴会の前日まで
に申し込んでください。

【申込先・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
　 houkatsu-shien@city.iga.lg.jp

【と　き】
○半日コース：７日間（火・金曜、
　午前 10時～正午）
　４月９日、13日、16日、20日、
　23日、５月７日、14日
○１日コース：４日間（土曜、午前
10時～正午・午後１時～３時）

　４月 10日、24日、５月８日、　
　22日　※最終日は午前のみ
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　大研修室
　（津市桜橋２丁目 131番地）
【内　容】
○視覚障がい・ボランティアについて
○正しく伝えるための音訳基礎知
識、実習

○パソコンを使った録音実習
○グループ紹介、活動に向けての案内
【対象者】
　音訳の経験がなく、パソコンが使
える人で、ボランティアとして活動
したい人
※講習会の全日程に参加できる人に
限ります。

【申込方法】
　三重県視覚障害者支援センターに
お問い合わせいただくか、
ホームページをご覧くだ
さい。
【申込期間】　3月 19日㈮必着
※テキスト（880 円）の事前購入
が必要です。

【申込先・問い合わせ】
　三重県視覚障害者支援センター　
　☎ 059-213-7300
　℻   059-228-8425
　 mieten@zc.ztv.ne.jp 
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

オンライン認知症講演会音訳奉仕者養成講習会

「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

　　

※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。

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

図書館
　だより

■一般書
『世界の児童文学をめぐる旅』

池田　正孝／著

■児童書
『偉人もみんな悩んでいた』

こざき　ゆう／文
真山　知幸／文

■一般書　
『47 都道府県知っておきたい気象・
気象災害がわかる事典』

三隅　良平／著
『哲学の名著 50 冊が 1冊でざっと
学べる』　　　　 岡本　裕一朗／著

■児童書　
『おねえちゃんって、きょうもやきもき！』

いとう　みく／作、
つじむら　あゆこ／絵

『正しく知って正しく使う「くすり」の大事典』
くすりの適正使用協議会／監修

■絵　本
『とっくんトラックゆきのひにぶぶー』

いわむら　かずお／作・絵
『もうふちゃん』くさか　みなこ／作、

よしむら　めぐ／絵

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

■絵　本　
『やっこさんのけんか』

殿内　真帆／作・絵
　５色のおりがみで作ったやっこ
さんたちが、自分が一番だと言っ
て、けんかを始めました。おすも
うさん、紙ひこうき、船、かざぐ
るまと、次々に形を変えながら、
一番を決める勝負は続きます。

司書のおすすめ

詳しい情報はこちら

図書館（室）からのお知らせ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
２月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
9 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

9日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

13日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会

大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

16日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

17日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

19日㈮ 10：00～ いがまち複合施設小ホール
（旧ふるさと会館いが）絵本の時間（お話の国アリス）

21日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

24日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

25日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

27日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

【と　き】　２月 19日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【テーマ】　甲鳥書林と中市弘
【講　師】　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出 楯夫さん
※ご来場の際は、上野図書館駐車場または市営上
野公園第３駐車場（午後５時以降無料）をご利
用ください。

　「読書会」は、事前に課題本を読んで、その本
の内容や感想などを自由に話し合う場です。いろ
いろな人から本の感想を聞くことで、新たな気づ
きを得られます。
　課題本は図書館で用意しますので、事前に貸出
手続きをお願いします。
【課題本】　『思い出のアンネ・フランク』

ミープ　ヒース／著、深町　真理子／訳
【と　き】　３月９日㈫　午前10時～11時30分
【ところ】　上野図書館　視聴覚室
【定　員】　10人（18歳以上）
【申込方法】　来館・電話
【申込期間】　２月 12日㈮～ 3月５日㈮
【申込先・問い合わせ】　上野図書館

◆郷土の歴史夜咄会

◆大人の読書会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加
者の人数を制限しています。
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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。

　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】
　２月９日㈫　午前 10時～正午
※午前 10時 30 分から健康体操や
脳トレなどのミニイベントを行い
ます。（20分程度）

【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

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
　２月９日㈫　午後４時
◆参加申込期限
　２月 24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

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　伊賀市島ヶ原の正月堂の
秘仏十一面観音は、（　　　）に
１度の開帳が許され、木造立像
で高さは 205.2cmです。
① 15年
② 20年
③ 25年
④ 33年

（答えは 25ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症への理解を深めるための講
演を動画配信します。また、視聴環
境がない人向けに、視聴会を開催し
ます。

【動画配信開始日】
　市公式 Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
　「忍者市チャンネル」
　２月 15日㈪
【講演１】
○演題：若年性認知症になっても笑
顔のままで
○講師：b

ボ ー ダ ー レ ス

orderless-w
ウ ィ ズ

ith-d
デ ィ メ ン シ ア

ementia-
　若年性認知症当事者
　山田　真由美さん
　メンバー　山下　祐佳里さん
【講演２】
○演題：当事者とともにつくる地域・
　社会
○講師：山下　祐佳里さん

◆視聴会
【とき・ところ】
○２月 15日㈪
　午後 1時 30分～３時
　青山福祉センター教養娯楽室
○２月 16日㈫
　午前 10時～ 11時 30分
　いがまち保健福祉センター研修室
○２月 20日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
　本庁舎　５階会議室 501
※各会場とも収容人数に限りがあり
ます。希望する視聴会の前日まで
に申し込んでください。

【申込先・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
　 houkatsu-shien@city.iga.lg.jp

【と　き】
○半日コース：７日間（火・金曜、
　午前 10時～正午）
　４月９日、13日、16日、20日、
　23日、５月７日、14日
○１日コース：４日間（土曜、午前
10時～正午・午後１時～３時）
　４月 10日、24日、５月８日、　
　22日　※最終日は午前のみ
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　大研修室
　（津市桜橋２丁目 131番地）
【内　容】
○視覚障がい・ボランティアについて
○正しく伝えるための音訳基礎知
識、実習
○パソコンを使った録音実習
○グループ紹介、活動に向けての案内
【対象者】
　音訳の経験がなく、パソコンが使
える人で、ボランティアとして活動
したい人
※講習会の全日程に参加できる人に
限ります。

【申込方法】
　三重県視覚障害者支援センターに
お問い合わせいただくか、
ホームページをご覧くだ
さい。
【申込期間】　3月 19日㈮必着
※テキスト（880 円）の事前購入
が必要です。

【申込先・問い合わせ】
　三重県視覚障害者支援センター　
　☎ 059-213-7300
　℻   059-228-8425
　 mieten@zc.ztv.ne.jp 
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

オンライン認知症講演会音訳奉仕者養成講習会

「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

　　

※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。

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
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池田　正孝／著
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『偉人もみんな悩んでいた』

こざき　ゆう／文
真山　知幸／文

■一般書　
『47 都道府県知っておきたい気象・
気象災害がわかる事典』

三隅　良平／著
『哲学の名著 50 冊が 1冊でざっと
学べる』　　　　 岡本　裕一朗／著

■児童書　
『おねえちゃんって、きょうもやきもき！』

いとう　みく／作、
つじむら　あゆこ／絵

『正しく知って正しく使う「くすり」の大事典』
くすりの適正使用協議会／監修

■絵　本
『とっくんトラックゆきのひにぶぶー』

いわむら　かずお／作・絵
『もうふちゃん』くさか　みなこ／作、

よしむら　めぐ／絵

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

■絵　本　
『やっこさんのけんか』

殿内　真帆／作・絵
　５色のおりがみで作ったやっこ
さんたちが、自分が一番だと言っ
て、けんかを始めました。おすも
うさん、紙ひこうき、船、かざぐ
るまと、次々に形を変えながら、
一番を決める勝負は続きます。

司書のおすすめ

詳しい情報はこちら

図書館（室）からのお知らせ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
２月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
9 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

9日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

13日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会

大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

16日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

17日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

19日㈮ 10：00～ いがまち複合施設小ホール
（旧ふるさと会館いが）絵本の時間（お話の国アリス）

21日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

24日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

25日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

27日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

【と　き】　２月 19日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【テーマ】　甲鳥書林と中市弘
【講　師】　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出 楯夫さん
※ご来場の際は、上野図書館駐車場または市営上
野公園第３駐車場（午後５時以降無料）をご利
用ください。

　「読書会」は、事前に課題本を読んで、その本
の内容や感想などを自由に話し合う場です。いろ
いろな人から本の感想を聞くことで、新たな気づ
きを得られます。
　課題本は図書館で用意しますので、事前に貸出
手続きをお願いします。
【課題本】　『思い出のアンネ・フランク』

ミープ　ヒース／著、深町　真理子／訳
【と　き】　３月９日㈫　午前10時～11時30分
【ところ】　上野図書館　視聴覚室
【定　員】　10人（18歳以上）
【申込方法】　来館・電話
【申込期間】　２月 12日㈮～ 3月５日㈮
【申込先・問い合わせ】　上野図書館

◆郷土の歴史夜咄会

◆大人の読書会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加
者の人数を制限しています。
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