２次元コードから詳しい情報が見られます。

中学生のメッセージ
2021 作文募集
「中学生のメッセージ（少年の主張
三重県大会）
」は、中学生が日頃感
じていることや考えていることを主
張することで、自分の生き方や社会
との関わりを考えるとともに、青少
年への理解と関心を深めるために開
催されます。
【応募対象者】
県内の中学生またはそれに相応す
る年齢の人
※国籍は問いませんが、日本語で発
表できること。
【募集内容】
社会や世界に向けての意見、未来
への希望や提案など
家庭、学校生活、社会（地域活動）
および身の回りや友だちとの関わ
りなど
テレビや新聞などで報道されてい
る少年の問題行動、大人や社会の
さまざまな出来事に対する意見や
感想、提言など
【応募方法】
在学する中学校などへ提出。
※応募条件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ℻ 22-9692

離乳食教室
【と き】 ６月 15 日㈫
前期：午前 10 時〜 11 時 30 分
後期：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】
前期：離乳食前期（１〜２回食）の
離乳食の調理
後期：離乳食後期（３回食）の
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６人
【申込方法】 電話で下記まで。
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込開始日】 ５月 19 日㈬
【申込先・問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」
【と き】 ５月 25 日㈫
午後１時 30 分〜４時
【ところ】 名張市役所 会議室 302
（名張市鴻之台 1-1）
【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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀
同じ病気の人の話を聴いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話しましょう。
【と き】 ６月３日㈭
午後１時 30 分〜３時 30 分
【ところ】 ハイトピア伊賀
４階ミーティングルーム
【対象者】 がん患者・家族など
【申込方法】 電話
【申込先・問い合わせ】
三重県がん相談支援センター
☎ 059-223-1616
℻ 059-202-5911

親子体験教室
伊賀くみひもづくり
くみひもを編むための丸台を使っ
て、キーホルダーなどを作りませんか。
【と き】 ６月 12 日㈯
午前 10 〜 11 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）
【料 金】 １人 500 円
【対象者】
市内在住の小学生とその保護者
【定 員】 10 組
※申し込み多数の場合は抽選。
【申込方法】 住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。市ホームページ
からも申し込めます。
【申込期間】 5 月 6 日㈭〜 28 日㈮
【申込先・問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 ℻ 22-9692

禁煙週間パネル展
【と き】
５月 31 日㈪〜６月４日㈮
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
※土・日曜日を除く。
【ところ】 本庁舎 １階玄関ロビー
【問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

遠隔手話通訳サービス
スマートフォンなどのビデオ通話
機能を利用して、手話通訳者が遠隔
で通訳サービスを行います。
※利用料は無料ですが、通信料はご
負担ください。
【対象者】
市内在住の聴覚障がい、音声・言
語機能障がいの手帳をお持ちで、社
会生活をする上で意思を伝えるため
の仲介者がいない人
※難病患者で同等の障がいがあると
認められれば、対象となる場合が
あります。
【利用可能時間】
午前９時 30 分〜午後４時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
利用範囲や利用方法などはお問い
合わせください。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9656 ℻ 22-9662
メール shougai@city.iga.lg.jp

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題 伊賀焼の里丸柱には、国
登録有形文化財の珍しい窯が保
存されていますが、その窯の形
式は（
）です。
①大窯
②薪窯
③穴釜
④登り窯
（答えは 33 ページ）
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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。

健康・福祉

JR 柘植駅ウォーキング

子育て・教育
イベント・講座
お知らせ

〜松尾芭蕉と横光利一のふるさとを
訪ねる〜
JR 関西本線沿線の魅力を知って
いただくイベントです。
公共交通利用促進のため鉄道・バ
スを利用し、ぜひご参加ください。
【と き】 ５月９日㈰
午前９時 30 分〜午後３時頃
（受付：午前９時〜）
【集合場所】 JR 柘植駅前
【内 容】 JR 柘植駅《集合》⇒柘
植駅煉瓦塀⇒道の駅「いが」⇒福地
城跡・芭蕉公園⇒万寿寺⇒徳永寺⇒
横光利一文学碑⇒余野公園（昼食）
⇒風の杜社⇒ JR 柘植駅《解散》
※総距離約８㎞ ※当日お土産あり。
※語り部が全コースを案内します。
※小学生以下は保護者同伴。
※荒天などにより中止となる場合が
あります。中止の場合は当日午前
７時に決定します。伊賀市商工会
へご確認ください。
【持ち物】 昼食・飲み物・敷物など
【問い合わせ】
伊賀市商工会 ☎ 45-2210
交通政策課
☎ 22-9663 ℻ 22-9694

みんないっしょに英語で
あそぼう！
英語にふれながら、うた、手遊び、
工作などをしませんか。
【と き】
６月 25 日㈮・８月 27 日㈮・
10 月 22 日㈮・12 月 17 日㈮
※いずれも午前 10 時〜 11 時
【講 師】 黒木 美智子さん
【対 象】 未就園児と保護者
【定 員】 15 組
※申し込み多数の場合は抽選。
【申込方法】 住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】 ５月６日㈭〜 28 日㈮
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
大山田公民館
☎ 46-0130 ℻ 46-0131

人権啓発パネル展

ウェルカムベビー教室
【と き】 6 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
【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】
５月 13 日㈭〜６月４日㈮
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

同和奨学金奨学生募集

【申込期間】 ６月 14 日㈪〜 30 日㈬
◆人権政策課 人権啓発パネル展
【対象者】 次のすべてに当てはまる人
「子どもの人権」
修学のため住所異動した場合を除
「部落差別解消推進法」
き、本人・保護者とも市内に住所
【と き】 ５月６日㈭〜 28 日㈮
があり、選考委員会で同和地区関
【ところ】 本庁舎 ３階
係者と認定される人
【問い合わせ】 人権政策課
高等学校・専門学校・大学などに
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
在学する人
◆寺田市民館 じんけんパネル展
申請者と生計を同一とする父母ま
甲種防火管理新規講習会
「仕事と産業」
たは保護者の市民税所得割額の合
【と き】 ５月６日㈭〜 27 日㈭
計が、高等学校などに在学する申
【と き】
※開館延長日 11 日㈫・18 日㈫
請者では年間で 85,000 円以下、
第１回：６月 17 日㈭・18 日㈮
【ところ】
大学などに在学する申請者では年
第２回：６月 24 日㈭・25 日㈮
寺田教育集会所 第１学習室
間で 166,000 円以下である人
いずれも午前９時〜午後４時
【問い合わせ】 寺田市民館
【支給額】
【ところ】 消防本部 3 階研修室
☎／℻ 23-8728
高等学校やそれに該当する高等専
【料 金】 4,000 円（テキスト代）
◆青山公民館 人権啓発パネル展
修学校など 96,000 円／年
※伊賀市防火協会員は 2,000 円。
「世界人権宣言」
大学・短期大学・専門学校など
【定 員】 各回先着 30 人
【と き】
国公立：120,000 円／年
【申込方法】
５月 12 日㈬〜６月 10 日㈭
私立：144,000 円／年
対象者かどうかをお問い合わせの 【ところ】 青山公民館 １階ロビー
詳しくはお問い合わせください。
上、写真 1 枚（横３㎝×縦４㎝）
・ 【問い合わせ】 青山公民館
【申込先・問い合わせ】
テキスト代を下記まで持参。
☎ 52-1110 ℻ 52-1211
教育総務課
【申込期間】
◆いがまち人権パネル展
☎ 22-9644 ℻ 22-9647
市内在住・在勤の人
「障がい者の人権」
八幡町市民館 ☎ 23-3157
５月 31 日㈪〜６月４日㈮
【と き】 ５月 11 日㈫〜 27 日㈭
下郡市民館 ☎ 37-0558
それ以外の人
※開館延長日 13 日㈭、20 日㈭、
寺田市民館 ☎ 23-8728
６月２日㈬〜４日㈮
27 日㈭
いがまち人権センター
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
【ところ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482
【申込先・問い合わせ】
【問い合わせ】
ライトピアおおやまだ
消防本部予防課
いがまち人権センター
☎ 47-1160
☎ 24-9105 ℻ 24-9111
☎ 45-4482 ℻ 45-9130
青山文化センター ☎ 55-2411
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