
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　カットされた木材を使って素敵な
雑貨を作りませんか。
【と　き】　３月 20日㈯
　午前 10時～ 11時
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【講　師】
　三重県建設労働組合上野支部会員
【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生以下は保護者同伴）
【持ち物】
　軍手、筆記用具
※作業しやすい服装でお越しください。
【定　員】
　先着 10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　２月 10日㈬～３月 10日㈬
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

　伊賀市にはたくさんの外国出身の
人が住んでいます。中でも、ベトナ
ム人は 1,000 人を超えており外国
人住民の約 20％を占めています。
日本人やベトナム人が互いを理解し
て暮らすために、ベトナムの文化や
日本での生活などについて、学んで
みませんか。
【と　き】
　２月 28日㈰　午前 10時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　電話、ファックス、Eメール
【申込期限】　２月 22日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 070-4455-4900　
　℻  22-9631
　 mie-iifa@ict.jp

【と　き】　３月３日㈬・17日㈬
　午後１時 30分～３時
【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】
○３日：レース編みで作るレジ袋
ケース・ちりめんで作るチュー
リップ

○ 17 日：レース編みで作るアマビ
エ人形

【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【料　金】　１回 500円（材料費）
【持ち物】　かぎ針（レース用２号か
ら３号）、簡単な裁縫セット
【定　員】　１回 10人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　２月８日㈪～ 17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

　樹木に関する基礎知識や道具の取
扱方法などを実習を通じて習得しま
せんか。
【と　き】　２月 27日㈯
　午前９時～午後４時
※雨天の場合：３月７日㈰
【ところ】
○受付・講義：伊賀市シルバーワー
　クプラザ　２階
　（西明寺 2782-92）
○実習場所：伊賀白鳳高等学校
【対象者】
　市内在住の 55歳以上の人
【定　員】　20人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】　２月８日㈪～ 15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

　職場や地域などで、自分の思いを
実現するための交渉の手法につい
て、ワークショップを通して学びま
せんか。
【と　き】　３月 18日㈭
　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
○テーマ：思いを形にする交渉術
○講師：NPO法人C

コ

o.t
ト

o.h
ハ ナ

ana
　代表　西川　亮さん
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】
　先着 15人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】
　２月８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

木工教室

ベトナムのことを紹介します

手芸教室

剪定講習会

女性のための
エンパワメント講座

　三重県が設置する出逢い支援の拠
点「みえ出逢いサポートセンター」
の出張相談会です。出逢いや結婚に
関する悩みなど、お気軽にご相談く
ださい。
【と　き】　３月 14日㈰・15日㈪
　午前 10時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】
○結婚を希望する独身者
○子の結婚について悩みのある親
○従業員の結婚を応援したい企業の
担当者
○婚活イベントを企画したい団体　
など
【定　員】
　各日８組　１組 30分程度
※予約優先
【申込方法】　電話
【申込期限】　３月 12日㈮まで
【申込先・問い合わせ】
　みえ出逢いサポートセンター
　☎ 059-355-1322
【問い合わせ】※当日のみ
　こども未来課
　☎ 22-9665

みえ出逢いサポートセンター
出張相談会 in 伊賀

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】　３月９日㈫
　午前の部：午前10 時～11時 30 分
　午後の部：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】　離乳食前期（１～２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】　各回先着３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】　２月 17日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

【と　き】　３月６日㈯
○午前９時 30分～ 10時 30分
○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】
　２月８日㈪～３月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　ユネスコ無形文化遺産に登録され
ている「上野天神祭のダンジリ行事」
で奏でられるお囃

はや

子
し

の体験会を行い
ます。
【と　き】　２月 28日㈰
　午後１時 30分～３時
【ところ】
　上野西部地区市民センター
　２階ホール
【対象者】　小学生とその保護者
【定　員】　10組
※申込者多数の場合は抽選。
【申込方法】　住所・氏名・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。
【申込期限】　２月 12日㈮
【申込先】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
【問い合わせ】
　文化財課　
　☎ 22-9678　℻  22-9667

【と　き】　３月６日㈯　※２回公演
○午前の部：午前 10 時 30 分～
11時 30分
　（開場：午前 10時 15分）
○午後の部：午後２時～３時
　（開場：午後１時 45分）
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【内　容】　人形劇団「むすび座」公演
○金のがちょう
○せんたくかあちゃん
【対象者】
　未就学児～小学校低学年の子ども
とその保護者
【定　員】
　親子 50組（午前・午後各 25組）
※申込者多数の場合は、抽選し結果
を全員に通知します。

【申込期間】
　２月５日㈮～ 18日㈭
【申込方法】　申込書に必要事項を記
入し下記まで。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

離乳食教室

ウェルカムベビー教室

上野天神祭のダンジリ行事
お囃子演奏体験

青少年健全育成推進大会

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　２月 16日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【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

　「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で誰
に相談したらいいかわからない」な
ど、空き家に関する悩みを各分野の
専門家に無料で相談できます。
【と　き】
　２月 27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階学習室１・２
【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 

ワンストップ空き家相談会

【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」
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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。

　カットされた木材を使って素敵な
雑貨を作りませんか。
【と　き】　３月 20日㈯
　午前 10時～ 11時
【ところ】
　大山田公民館　研修室
【講　師】
　三重県建設労働組合上野支部会員
【対象者】　市内在住・在勤の人（小
学生以下は保護者同伴）
【持ち物】
　軍手、筆記用具
※作業しやすい服装でお越しください。
【定　員】
　先着 10人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　２月 10日㈬～３月 10日㈬
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
　 ooyamada-cc@city.iga.lg.jp

　伊賀市にはたくさんの外国出身の
人が住んでいます。中でも、ベトナ
ム人は 1,000 人を超えており外国
人住民の約 20％を占めています。
日本人やベトナム人が互いを理解し
て暮らすために、ベトナムの文化や
日本での生活などについて、学んで
みませんか。
【と　き】
　２月 28日㈰　午前 10時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【定　員】　先着 15人
【申込方法】
　電話、ファックス、Eメール
【申込期限】　２月 22日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 070-4455-4900　
　℻  22-9631
　 mie-iifa@ict.jp

【と　き】　３月３日㈬・17日㈬
　午後１時 30分～３時
【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】
○３日：レース編みで作るレジ袋
ケース・ちりめんで作るチュー
リップ
○ 17 日：レース編みで作るアマビ
エ人形

【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【料　金】　１回 500円（材料費）
【持ち物】　かぎ針（レース用２号か
ら３号）、簡単な裁縫セット
【定　員】　１回 10人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】
　２月８日㈪～ 17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

　樹木に関する基礎知識や道具の取
扱方法などを実習を通じて習得しま
せんか。
【と　き】　２月 27日㈯
　午前９時～午後４時
※雨天の場合：３月７日㈰
【ところ】
○受付・講義：伊賀市シルバーワー
　クプラザ　２階
　（西明寺 2782-92）
○実習場所：伊賀白鳳高等学校
【対象者】
　市内在住の 55歳以上の人
【定　員】　20人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期間】　２月８日㈪～ 15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

　職場や地域などで、自分の思いを
実現するための交渉の手法につい
て、ワークショップを通して学びま
せんか。
【と　き】　３月 18日㈭
　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
○テーマ：思いを形にする交渉術
○講師：NPO法人C

コ

o.t
ト

o.h
ハ ナ

ana
　代表　西川　亮さん
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】
　先着 15人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】
　２月８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

木工教室

ベトナムのことを紹介します

手芸教室

剪定講習会

女性のための
エンパワメント講座

　三重県が設置する出逢い支援の拠
点「みえ出逢いサポートセンター」
の出張相談会です。出逢いや結婚に
関する悩みなど、お気軽にご相談く
ださい。
【と　き】　３月 14日㈰・15日㈪
　午前 10時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】
○結婚を希望する独身者
○子の結婚について悩みのある親
○従業員の結婚を応援したい企業の
担当者
○婚活イベントを企画したい団体　
など
【定　員】
　各日８組　１組 30分程度
※予約優先
【申込方法】　電話
【申込期限】　３月 12日㈮まで
【申込先・問い合わせ】
　みえ出逢いサポートセンター
　☎ 059-355-1322
【問い合わせ】※当日のみ
　こども未来課
　☎ 22-9665

みえ出逢いサポートセンター
出張相談会 in 伊賀

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】　３月９日㈫
　午前の部：午前10 時～11時 30 分
　午後の部：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】　離乳食前期（１～２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】　各回先着３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】　２月 17日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

【と　き】　３月６日㈯
○午前９時 30分～ 10時 30分
○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】
　２月８日㈪～３月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　ユネスコ無形文化遺産に登録され
ている「上野天神祭のダンジリ行事」
で奏でられるお囃

はや

子
し

の体験会を行い
ます。
【と　き】　２月 28日㈰
　午後１時 30分～３時
【ところ】
　上野西部地区市民センター
　２階ホール
【対象者】　小学生とその保護者
【定　員】　10組
※申込者多数の場合は抽選。
【申込方法】　住所・氏名・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。
【申込期限】　２月 12日㈮
【申込先】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
【問い合わせ】
　文化財課　
　☎ 22-9678　℻  22-9667

【と　き】　３月６日㈯　※２回公演
○午前の部：午前 10 時 30 分～
11時 30分

　（開場：午前 10時 15分）
○午後の部：午後２時～３時
　（開場：午後１時 45分）
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【内　容】　人形劇団「むすび座」公演
○金のがちょう
○せんたくかあちゃん
【対象者】
　未就学児～小学校低学年の子ども
とその保護者
【定　員】
　親子 50組（午前・午後各 25組）
※申込者多数の場合は、抽選し結果
を全員に通知します。

【申込期間】
　２月５日㈮～ 18日㈭
【申込方法】　申込書に必要事項を記
入し下記まで。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

離乳食教室

ウェルカムベビー教室

上野天神祭のダンジリ行事
お囃子演奏体験

青少年健全育成推進大会

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　２月 16日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【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

　「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で誰
に相談したらいいかわからない」な
ど、空き家に関する悩みを各分野の
専門家に無料で相談できます。
【と　き】
　２月 27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階学習室１・２
【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 

ワンストップ空き家相談会

【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」
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