
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】　８月 20日㈮　午後１時
30分～３時（開場：午後１時～）
【ところ】
　青山公民館　２階中ホール
【内　容】
○演題：古代の「阿保」
　-ヤマト王権との関係を中心に -
○講師：皇學館大学　前学長
　清水　潔さん
【対象者】　市内在住または在勤の人
【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。市ホームページ
からも申し込めます。
【申込期間】　７月12日㈪～26日㈪
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

大山田のなりたち
―石と化石から見る自然の歴史―
【と　き】
　７月 17日㈯～８月 29日㈰
　午前 10時～午後３時
※月曜日・火曜日を除く。
【ところ】
　大山田郷土資料館　２階展示室
【問い合わせ】
○大山田郷土資料館
　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

～ここにいます！わたしたち　気づ
いていますか？わたしたちのこと～
【と　き】
　８月 28日㈯　午後１時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
【内　容】
○市内中学生からの非核平和に関す
る情報発信　午後２時 15分～
○人権講演会　午後３時～
　演題：多様な性、家族の思い
　講師：NPO 団体 NFT（N
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ransgender）
　メンバー　浦狩　知子さん
※手話通訳・要約筆記・ヒアリング
ループあり
○展示等コーナー　午後１時～
【定　員】　先着 100人
※開催内容を変更する場合は連絡し
ます。

【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込期間】　７月５日㈪～ 20日㈫
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp
※駐車場は上野西小学校に臨時駐車
場を設けますが、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

【と　き】　８月 17日㈫
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　大山田公民館　研修室
【内　容】
　スマートフォンの基本操作や、簡
単なインターネットの利用方法をわ
かりやすく紹介します。
　講師：KDDI ㈱認定講師
【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】
　７月８日㈭～ 30日㈮
※土・日曜日、祝日は除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

　西アフリカ　ガーナの人々や風景
を映した写真を展示します。
【と　き】　８月５日㈭　正午～
19日㈭　午後２時
※市役所開庁日のみ
【ところ】
　本庁舎　１階市民スペース
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
　（多文化共生センター内）
　☎ 070-4455-4900
　℻  22-9631 

第２回歴史・文学講座

大山田郷土資料館企画展

ひゅーまんフェスタ2021

シニア向け
スマートフォン講座

世界とつながる写真展

【と　き】　７月 27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：それぞれの峠を越えて
○講師：徳島県人権エンタメ集団
　　　　「友輝」　中倉　茂樹さん
【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１回おおやまだ人権大学
講座 in ライトピア

　道路に張り出した木や竹は、車両
や歩行者の通行を妨げたり、見通し
を悪くし、交通事故の原因になる場
合があります。
　私有地から道路に張り出している
木や竹は、土地の所有者に所有権が
あるため、緊急の場合を除き、市で
勝手に伐採することはできません。
通行の安全確保のため、土地を所有
している人は道路への張り出しに注
意し、張り出している場合は伐採を
お願いします。
　なお、倒木などが原因で車両や歩
行者などに損害が発生した場合、被
害者から木や竹の所有者の管理責任
を問われることもありますので、適
切な管理をお願いします。
◆伐採などの作業時の注意点
○電線や電話線がある場合は、事前
に管理をしている電力会社や電話
会社に連絡してください。

○作業をする時は、通行車両や歩行
者の安全確保と、作業中の事故に
注意してください。

【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

道路に張り出した
樹木伐採のお願い

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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「LGBT（性的マイノリティ）」
　「同和問題」
【と　き】　７月１日㈭～ 29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
　「障がい者の人権」
【と　き】　７月１日㈭～ 29日㈭
※開館延長日　13日㈫、20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
◆いがまち人権パネル展
「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」

【と　き】　７月６日㈫～ 21日㈬
※開館延長日　８日㈭、15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
◆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①」

【と　き】
　７月７日㈬～８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

人権啓発パネル展

【と　き】　８月４日㈬
○午前の部：午前９時 30分～
○午後の部：午後１時 30分～
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール
　（ゆめが丘 1-3-3）
【内　容】
「パルプで遊ぼう！学ぼう S

エスディージーズ
DGs！」

講師：三重大学名誉教授
　　　久松　眞さん
「モーターで動くヤドカリを作ろう！」
講師：三重大学産学官連携アドバイザー
　　　加藤　進さん
【対象者】　小学４～６年生
※保護者同伴不可
【持ち物】
　筆記用具・単四アルカリ電池２本・
ぬれてもよい服・水筒・マスク
【定　員】　各回 20人
【申込方法】
　商工労働課またはゆめテクノ伊賀
にある応募用紙に必要事項を記入の
上、郵便はがきに貼付して郵送して
ください。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、伊賀市文化都市協会ホームペー
ジをご覧ください。
【申込期限】
　７月 16日㈮　※消印有効
※申込多数の場合は、７月 21日㈬
午前 10時から、ゆめテクノ伊賀
で公開抽選会を行います。抽選の
結果は当選者のみ連絡します。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

ゆめテクノ伊賀こども大学
S
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　楽しい読み聞かせと竹細工を作り
ます。
【と　き】　７月 31日㈯
　午後１時 30分～３時
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　竹細工：久保　美文さん
【対象者】　小学生以下は保護者同伴
【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】　７月８日㈭～ 28日㈬
※土・日曜日、祝日は除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

夏季おはなしくらぶ
よみきかせと竹細工体験

　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？

【と　き】
　８月 21日㈯（受付：午後５時～）
　午後５時 30分～８時
※荒天・河川増水などの場合、観察
は中止し、資料館見学などを予定

【ところ】
　大山田郷土資料館と周辺の服部川
【内　容】　オオサンショウウオの生
態についての学習と河川で観察
講師：三重県文化財保護指導委員　
　　　清水　善吉さん
【対象者】　市内在住の小学生
※川に入ることができる保護者の付
き添いが必要。

【持ち物】
　川に入る運動靴（スリッパ・長靴
は不可）、ヘッドライト（懐中電灯
も可）、長袖・長ズボン、タオル、
着替え、着替えを入れるビニール袋、
ライフジャケット（持っている人）
【定　員】　先着 10組
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
を大山田公民館まで。
【申込期間】
　７月 21日㈬～８月６日㈮
　午前 10時～午後３時
※土・日曜日、祝日を除く。
【問い合わせ】
○大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

オオサンショウウオ観察会

　親子で簡単なプログラミングに挑
戦しませんか。
【と　き】　８月３日㈫　午後１時～
　（受付：午後０時 30分～）　　
【ところ】　青山公民館 １階ロビー
【対象者】　市内在住の小学３～６年
生の児童を含む家族　
【持ち物】　ノートパソコン（Windows10）
　（タブレット端末は使えません。）
【募集人数】　先着８組程度
　（原則、保護者は１人）
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】　７月12日㈪～20日㈫
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

親子プログラミング教室
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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】　８月 20日㈮　午後１時
30分～３時（開場：午後１時～）
【ところ】
　青山公民館　２階中ホール
【内　容】
○演題：古代の「阿保」
　-ヤマト王権との関係を中心に -
○講師：皇學館大学　前学長
　清水　潔さん
【対象者】　市内在住または在勤の人
【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。市ホームページ
からも申し込めます。
【申込期間】　７月12日㈪～26日㈪
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

大山田のなりたち
―石と化石から見る自然の歴史―
【と　き】
　７月 17日㈯～８月 29日㈰
　午前 10時～午後３時
※月曜日・火曜日を除く。
【ところ】
　大山田郷土資料館　２階展示室
【問い合わせ】
○大山田郷土資料館
　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

～ここにいます！わたしたち　気づ
いていますか？わたしたちのこと～
【と　き】
　８月 28日㈯　午後１時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
【内　容】
○市内中学生からの非核平和に関す
る情報発信　午後２時 15分～
○人権講演会　午後３時～
　演題：多様な性、家族の思い
　講師：NPO 団体 NFT（N
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ransgender）
　メンバー　浦狩　知子さん
※手話通訳・要約筆記・ヒアリング
ループあり
○展示等コーナー　午後１時～
【定　員】　先着 100人
※開催内容を変更する場合は連絡し
ます。

【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込期間】　７月５日㈪～ 20日㈫
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp
※駐車場は上野西小学校に臨時駐車
場を設けますが、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

【と　き】　８月 17日㈫
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　大山田公民館　研修室
【内　容】
　スマートフォンの基本操作や、簡
単なインターネットの利用方法をわ
かりやすく紹介します。
　講師：KDDI ㈱認定講師
【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】
　７月８日㈭～ 30日㈮
※土・日曜日、祝日は除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

　西アフリカ　ガーナの人々や風景
を映した写真を展示します。
【と　き】　８月５日㈭　正午～
19日㈭　午後２時
※市役所開庁日のみ
【ところ】
　本庁舎　１階市民スペース
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
　（多文化共生センター内）
　☎ 070-4455-4900
　℻  22-9631 

第２回歴史・文学講座

大山田郷土資料館企画展

ひゅーまんフェスタ2021

シニア向け
スマートフォン講座

世界とつながる写真展

【と　き】　７月 27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：それぞれの峠を越えて
○講師：徳島県人権エンタメ集団
　　　　「友輝」　中倉　茂樹さん
【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１回おおやまだ人権大学
講座 in ライトピア

　道路に張り出した木や竹は、車両
や歩行者の通行を妨げたり、見通し
を悪くし、交通事故の原因になる場
合があります。
　私有地から道路に張り出している
木や竹は、土地の所有者に所有権が
あるため、緊急の場合を除き、市で
勝手に伐採することはできません。
通行の安全確保のため、土地を所有
している人は道路への張り出しに注
意し、張り出している場合は伐採を
お願いします。
　なお、倒木などが原因で車両や歩
行者などに損害が発生した場合、被
害者から木や竹の所有者の管理責任
を問われることもありますので、適
切な管理をお願いします。
◆伐採などの作業時の注意点
○電線や電話線がある場合は、事前
に管理をしている電力会社や電話
会社に連絡してください。
○作業をする時は、通行車両や歩行
者の安全確保と、作業中の事故に
注意してください。

【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

道路に張り出した
樹木伐採のお願い

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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「LGBT（性的マイノリティ）」
　「同和問題」
【と　き】　７月１日㈭～ 29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
　「障がい者の人権」
【と　き】　７月１日㈭～ 29日㈭
※開館延長日　13日㈫、20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
◆いがまち人権パネル展
「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」

【と　き】　７月６日㈫～ 21日㈬
※開館延長日　８日㈭、15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
◆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①」

【と　き】
　７月７日㈬～８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

人権啓発パネル展

【と　き】　８月４日㈬
○午前の部：午前９時 30分～
○午後の部：午後１時 30分～
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール
　（ゆめが丘 1-3-3）
【内　容】
「パルプで遊ぼう！学ぼう S

エスディージーズ
DGs！」

講師：三重大学名誉教授
　　　久松　眞さん
「モーターで動くヤドカリを作ろう！」
講師：三重大学産学官連携アドバイザー
　　　加藤　進さん
【対象者】　小学４～６年生
※保護者同伴不可
【持ち物】
　筆記用具・単四アルカリ電池２本・
ぬれてもよい服・水筒・マスク
【定　員】　各回 20人
【申込方法】
　商工労働課またはゆめテクノ伊賀
にある応募用紙に必要事項を記入の
上、郵便はがきに貼付して郵送して
ください。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、伊賀市文化都市協会ホームペー
ジをご覧ください。
【申込期限】
　７月 16日㈮　※消印有効
※申込多数の場合は、７月 21日㈬
午前 10時から、ゆめテクノ伊賀
で公開抽選会を行います。抽選の
結果は当選者のみ連絡します。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

ゆめテクノ伊賀こども大学
S
サ イ エ ン ス

cience L
ラ ボ

ab

　楽しい読み聞かせと竹細工を作り
ます。
【と　き】　７月 31日㈯
　午後１時 30分～３時
【ところ】　大山田公民館　研修室
【講　師】　竹細工：久保　美文さん
【対象者】　小学生以下は保護者同伴
【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】　７月８日㈭～ 28日㈬
※土・日曜日、祝日は除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

夏季おはなしくらぶ
よみきかせと竹細工体験

　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？

【と　き】
　８月 21日㈯（受付：午後５時～）
　午後５時 30分～８時
※荒天・河川増水などの場合、観察
は中止し、資料館見学などを予定

【ところ】
　大山田郷土資料館と周辺の服部川
【内　容】　オオサンショウウオの生
態についての学習と河川で観察
講師：三重県文化財保護指導委員　
　　　清水　善吉さん
【対象者】　市内在住の小学生
※川に入ることができる保護者の付
き添いが必要。

【持ち物】
　川に入る運動靴（スリッパ・長靴
は不可）、ヘッドライト（懐中電灯
も可）、長袖・長ズボン、タオル、
着替え、着替えを入れるビニール袋、
ライフジャケット（持っている人）
【定　員】　先着 10組
【申込方法】　住所・氏名・電話番号
を大山田公民館まで。
【申込期間】
　７月 21日㈬～８月６日㈮
　午前 10時～午後３時
※土・日曜日、祝日を除く。
【問い合わせ】
○大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

オオサンショウウオ観察会

　親子で簡単なプログラミングに挑
戦しませんか。
【と　き】　８月３日㈫　午後１時～
　（受付：午後０時 30分～）　　
【ところ】　青山公民館 １階ロビー
【対象者】　市内在住の小学３～６年
生の児童を含む家族　
【持ち物】　ノートパソコン（Windows10）
　（タブレット端末は使えません。）
【募集人数】　先着８組程度
　（原則、保護者は１人）
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】　７月12日㈪～20日㈫
【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

親子プログラミング教室
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