
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】
　２月 15日㈪～３月 21日㈰
※プログラムにより異なります。
【ところ】　市内
【内　容】
　桃の節句にちなんだオリジナルス
イーツが楽しめます。
　いがぶら公式サイトや電話で予約
し、開催日に各店でテイクアウトや
イートインをお楽しみください。
　詳しくは、いがぶら公式サイトを
ご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症対策を
行い、完全予約制で開催します。

【料金・定員】
　プログラムごとに設定
【申込方法】
　専用ウェブページ（いがぶら公式
サイト）や電話にて
【申込受付開始日】　２月１日㈪
【問い合わせ】
○いがぶら実行委員会事務局
　㈱まちづくり伊賀上野
　☎ 51-9088
○観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

春のいがぶら
“桃の節句のスイーツ巡り”

　初瀬街道交流の館たわらやで保存
展示している参宮講看板（三重県
指定有形民俗文化財）を特別展示し
ます。
【と　き】　３月３日㈬～ 10日㈬
　午前 10時～午後５時
※月曜日休館
【ところ】　青山図書室
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

初瀬街道 参宮講看板展

伊賀市文化振興プラン中間案
　市の文化芸術振興を進めるための
具体的な計画として、「伊賀市文化
振興プラン」の策定を進めています。
　この計画の中間案に対するご意見
を募集します。
【閲覧場所】
○本庁舎　１階ロビー
○文化交流課（芭蕉翁記念館内）
○各支所振興課
○各地区市民センター
○市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名・該
当箇所とそれに対する意見を明記の
上、下記まで。
※提出いただいたご意見は、計画策
定の参考資料とし、市ホームペー
ジなどで公表します。

※個別の回答は行わず、いただいた
ご意見は返却しません。

【受付期限】
　２月 22日㈪　※必着
【提出先・問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp
※持参の場合、各支所振興課、本庁
舎１階総合受付でも受け付けます。

パブリックコメント
（ご意見）募集

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中

　

●２月 26日㈮
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　本庁舎　１階ロビー
●３月７日㈰
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

【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

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

　市では、消防団員・女性消防団員・
支援団員を募集しています。詳しく
はお問い合わせください。
【入団資格】
　市内在住で 18歳以上の人
【活動内容】
○火災発生時の消火活動
○地震・風水害などの大規模災害で
の救出・救助活動
○災害危険箇所の警戒巡視
○防火・防災啓発活動　など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

伊賀市消防団員募集

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
○３月６日㈯
　午前 10時～午後５時
○３月７日㈰
　午前９時 30分～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀５階　
　多目的大研修室、学習室 1・2、
　ギャラリー
【内　容】
○展示部門：絵画・書・伊勢型紙・
切手・盆栽・生花・陶芸・絵手紙
など
○舞台部門：詩吟・民謡・マジック・
演劇・大正琴・ダンス・合唱・尺
八・オカリナなど

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【と　き】
○２月 20日㈯
　午前９時～午後５時
○２月 21日㈰
　午前９時～午後３時
【ところ】
　大山田 B&G海洋センター
【内　容】　絵画・書・彫塑・手工芸・
生け花などの展示
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

サークルまつり

第36回大山田芸術文化祭
（展覧会）

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「同和問題」
　「LGBT　性的マイノリティの人権」
【と　き】
　２月１日㈪～ 25日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「世界人権宣言」
【と　き】
　２月１日㈪～ 25日㈭
※開館延長日　９日㈫・16日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示②」
【と　き】
　２月２日㈫～３月 31日㈬
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「2020年度いがまち人権センター
の活動紹介」
【と　き】
　２月 12日㈮～３月 31日㈬
※開館延長日　18日㈭・25日㈭
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

人権啓発パネル展

【と　き】
　２月 17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】
　２月 16日㈫　午後 5時
※次回の開催は４月 21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

法テラス法律相談会

【と　き】　２月 19日㈮
　午後 2時～ 5時
　（受付：午後１時 30分～）
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀 
4 階白鳳の間（西明寺 2756-104）
【基調講演】
○演題：新型コロナウイルス感染症
について
○講師：三重大学大学院医学系研究科
　教授　野阪　哲哉さん
【講演１】
○演題：ポストコロナ時代の経済
○講師：三重大学名誉教授
　渡邊　明さん
【講演２】
○演題：ポストコロナ時代を見据え
た企業の活動
○講師：サラヤ㈱　常務取締役
　吉田　葉子さん
【報　告】
　上高みらい探究実践報告
　上野高等学校１年生
【定　員】　先着 80人
【申込方法】　住所・氏名・電話番号・
勤務先または職種を下記まで。
【申込期限】　２月 12日㈮
【申込先・問い合わせ】
　三重大学伊賀サテライト
　伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　℻  41-1062
　 iga-kyoten@crc.mie-u.ac.jp
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

第 19回三重大学発産学官
連携セミナー in 伊賀

【と　き】　３月 12日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　いがまち人権センター　ホール
【内　容】
○演題：現在の部落差別及び社会に
残る諸差別の実態（仮題）
○講師：神奈川大学人間科学部非常
勤講師　高　史明さん
※収容人数に制限があります。会場
が満席の場合、テレビ中継による
リモート会場に案内します。

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

いがまち人権センター
第４回解放講座
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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】
　２月 15日㈪～３月 21日㈰
※プログラムにより異なります。
【ところ】　市内
【内　容】
　桃の節句にちなんだオリジナルス
イーツが楽しめます。
　いがぶら公式サイトや電話で予約
し、開催日に各店でテイクアウトや
イートインをお楽しみください。
　詳しくは、いがぶら公式サイトを
ご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症対策を
行い、完全予約制で開催します。

【料金・定員】
　プログラムごとに設定
【申込方法】
　専用ウェブページ（いがぶら公式
サイト）や電話にて
【申込受付開始日】　２月１日㈪
【問い合わせ】
○いがぶら実行委員会事務局
　㈱まちづくり伊賀上野
　☎ 51-9088
○観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

春のいがぶら
“桃の節句のスイーツ巡り”

　初瀬街道交流の館たわらやで保存
展示している参宮講看板（三重県
指定有形民俗文化財）を特別展示し
ます。
【と　き】　３月３日㈬～ 10日㈬
　午前 10時～午後５時
※月曜日休館
【ところ】　青山図書室
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

初瀬街道 参宮講看板展

伊賀市文化振興プラン中間案
　市の文化芸術振興を進めるための
具体的な計画として、「伊賀市文化
振興プラン」の策定を進めています。
　この計画の中間案に対するご意見
を募集します。
【閲覧場所】
○本庁舎　１階ロビー
○文化交流課（芭蕉翁記念館内）
○各支所振興課
○各地区市民センター
○市ホームページ
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名・該
当箇所とそれに対する意見を明記の
上、下記まで。
※提出いただいたご意見は、計画策
定の参考資料とし、市ホームペー
ジなどで公表します。
※個別の回答は行わず、いただいた
ご意見は返却しません。

【受付期限】
　２月 22日㈪　※必着
【提出先・問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp
※持参の場合、各支所振興課、本庁
舎１階総合受付でも受け付けます。

パブリックコメント
（ご意見）募集

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

「広報いが」広告募集中

　

●２月 26日㈮
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　本庁舎　１階ロビー
●３月７日㈰
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

【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

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

　市では、消防団員・女性消防団員・
支援団員を募集しています。詳しく
はお問い合わせください。
【入団資格】
　市内在住で 18歳以上の人
【活動内容】
○火災発生時の消火活動
○地震・風水害などの大規模災害で
の救出・救助活動
○災害危険箇所の警戒巡視
○防火・防災啓発活動　など
【問い合わせ】
　消防本部地域防災課
　☎ 24-9115　℻  24-9111

伊賀市消防団員募集

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
○３月６日㈯
　午前 10時～午後５時
○３月７日㈰
　午前９時 30分～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀５階　
　多目的大研修室、学習室 1・2、
　ギャラリー
【内　容】
○展示部門：絵画・書・伊勢型紙・
切手・盆栽・生花・陶芸・絵手紙
など

○舞台部門：詩吟・民謡・マジック・
演劇・大正琴・ダンス・合唱・尺
八・オカリナなど

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【と　き】
○２月 20日㈯
　午前９時～午後５時
○２月 21日㈰
　午前９時～午後３時
【ところ】
　大山田 B&G海洋センター
【内　容】　絵画・書・彫塑・手工芸・
生け花などの展示
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

サークルまつり

第36回大山田芸術文化祭
（展覧会）

　このシールを貼っている人が
困っていたら、正面か
らやさしく声をかけて
ください。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950

「見守り安心シール」を
ご存じですか？

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「同和問題」
　「LGBT　性的マイノリティの人権」
【と　き】
　２月１日㈪～ 25日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「世界人権宣言」
【と　き】
　２月１日㈪～ 25日㈭
※開館延長日　９日㈫・16日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示②」
【と　き】
　２月２日㈫～３月 31日㈬
【ところ】　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆いがまち人権パネル展
　「2020年度いがまち人権センター
の活動紹介」
【と　き】
　２月 12日㈮～３月 31日㈬
※開館延長日　18日㈭・25日㈭
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

人権啓発パネル展

【と　き】
　２月 17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】
　２月 16日㈫　午後 5時
※次回の開催は４月 21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

法テラス法律相談会

【と　き】　２月 19日㈮
　午後 2時～ 5時
　（受付：午後１時 30分～）
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀 
4 階白鳳の間（西明寺 2756-104）
【基調講演】
○演題：新型コロナウイルス感染症
について

○講師：三重大学大学院医学系研究科
　教授　野阪　哲哉さん
【講演１】
○演題：ポストコロナ時代の経済
○講師：三重大学名誉教授
　渡邊　明さん
【講演２】
○演題：ポストコロナ時代を見据え
た企業の活動

○講師：サラヤ㈱　常務取締役
　吉田　葉子さん
【報　告】
　上高みらい探究実践報告
　上野高等学校１年生
【定　員】　先着 80人
【申込方法】　住所・氏名・電話番号・
勤務先または職種を下記まで。
【申込期限】　２月 12日㈮
【申込先・問い合わせ】
　三重大学伊賀サテライト
　伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　℻  41-1062
　 iga-kyoten@crc.mie-u.ac.jp
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

第 19回三重大学発産学官
連携セミナー in 伊賀

【と　き】　３月 12日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　いがまち人権センター　ホール
【内　容】
○演題：現在の部落差別及び社会に
残る諸差別の実態（仮題）

○講師：神奈川大学人間科学部非常
勤講師　高　史明さん

※収容人数に制限があります。会場
が満席の場合、テレビ中継による
リモート会場に案内します。

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

いがまち人権センター
第４回解放講座
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