
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

～おうちで食べる秋の彩り弁当～
　「料理に挑戦してみよう」という
男性を対象に料理教室を開催しま
す。大切な人と笑顔で過ごすため、
簡単で美味しい料理に挑戦してみま
せんか。
【と　き】　10月９日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【メニュー】　豚のしょうが焼き、た
らこの入っただし巻き卵、小さなか
きあげ、ブロッコリーのごま和え、
秋のくだもの
※作った料理は持ち帰ります。
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着６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】
　８月９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

　65歳以上のドライバーを対象に、
加齢による運動機能などの変化に気
付き、より安全な運転につなげるた
め、実車や運転シミュレーターなど
を活用した体験・実践型の研修「パー
ク＆バスライド シニアラーニング」
を開催します。研修会場へはバスで
送迎します。
【と　き】　10月 6日㈬
　午後１時 30分～４時
　集合：市営城北駐車場　正午
※昼食を済ませてお越しください。
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【対象者】　市内在住の 65歳以上で
車を運転する人
【定　員】　先着 16人
【申込方法】　氏名・住所・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　８月 10日㈫～９月 16日㈭
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

おとこの料理教室高齢ドライバー
交通安全研修

【と　き】　９月 18日・25日、
　10月２日・９日・16日
※すべて土曜日、午前９時 30分～
午後４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】
　創業を成功させるポイントなど、
開業基礎知識の習得とビジネスプラ
ン作成。
【対象者】　伊賀地域で創業を考えて
いる人・創業して間もない人
【料　金】　5,000 円
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期限】　９月８日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会　
　☎ 45-2210　℻  45-5307

創業スクール 2021

【と　き】　８月 21日㈯
　午前 10時～ 11時
【ところ】
　阿波地区市民センター　会議室
【内　容】
○演題：大山田は化石の宝庫
○講師：伊賀盆地化石研究会
　会長　北田　稔さん
【定　員】
　25人　※予約制
【申込先】
　大山田郷土の広場　代表　西嶋 
　☎ 090-4514-5079
【問い合わせ】
○大山田郷土資料館
　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

大山田郷土資料館
企画展講演会

【と　き】
　９月 11日㈯　午後６時～
【ところ】
　伊賀上野城本丸広場　特設舞台
※雨天の場合、伊賀市文化会館
【演　目】
○大蔵流　狂言「盆山」
　木下　雄陽さんほか
○喜多流　能　「経政」
　長田　郷さんほか
※このほか能の解説、狂言小舞、仕
舞など数番

【料　金】　１席 1,000 円
※今年から観覧席は有料です。
【定　員】　250席
※購入方法など、詳しくは市ホーム
ページ、チラシをご覧いただくか、
お問い合わせください。

【購入に関する問い合わせ】
　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511　℻  22-0512
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

第 38回上野城薪能

【と　き】　８月 24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：「人権の世間」をつくる
○講師：近畿大学　奥田　均さん
【定　員】　70人
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】　８月 17日㈫
【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２回　おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　東京 2020 応援プログラム＊の一
環として、日本代表として活躍し、
オリンピックや
パラリンピック
に出場した選手
の競技写真パネ
ルなどを展示す
る巡回写真展です。
＊東京 2020 応援プログラムとは、
スポーツだけでなく、文化芸術や
地域での世代を越えた活動、被災
地への支援など、参加者自らが体
験・行動し、東京 2020 大会に向
けたオリンピック・パラリンピック
の機運醸成と、その先のレガシー
創出に向けて未来につなぐプログ
ラムです。

【と　き】　８月 12日㈭～ 17 日㈫
【ところ】
○大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
○阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター
※同時開催
【問い合わせ】
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551
○阿山 B&G海洋センター
　☎ 43-1380

　うえのまちまちづくり協議会で
は、あなたが残したい“うえのまち”
の写真を募集しています。
　「古き良きまちなみ」や「まちに
集う人の息づかい」などを撮影して
みませんか。
　入賞者には地場産品を進呈します。
【応募方法】　写真に応募票を添付し
て郵送または持参
※詳しくは市ホームページ、応募チ
ラシをご覧ください。チラシは中
心市街地推進課・各支所・各公民
館・各地区市民センターにあるほ
か、市ホームページからもダウン
ロードできます。

【応募期限】　令和４年１月 31日㈪
※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　（中心市街地推進課内）
　☎ 22-9825　℻  22-9628

【と　き】
　９月 16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：アンガーマネジメント
　職場や地域、家庭の中で起こるさ
まざまな怒りの本質や自身の怒りの
特徴を知り、怒りの感情と上手に付
き合うアンガーマネジメントを学び
ます。
○講師：特定非営利活動法人
　心のサポート・ステーション
　代表理事　宮本　由起代さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20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】　８月９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

Ｂ＆Ｇ巡回写真展
「スポーツのチカラ」

“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

女性のための
エンパワメント講座

寺院に伝わる戦国の残像
　伊賀市とゆかりが深い天台真盛宗
の祖、真盛上人や伊勢国司北畠氏に
関する企画展を開催します。
【と　き】
　９月 18日㈯～ 11月 14日㈰
　午前９時～午後５時まで
　（最終入場：午後４時 30分）
休館日：毎週月曜日（９月 20日
は開館）、９月 21日㈫

※三重とこわか国体・三重とこわか
大会の開会式と閉会式の実施によ
り、９月 25日㈯、10月５日㈫・
23日㈯は休館します。

【ところ】　三重県総合博物館
　（津市一身田上津部田 3060）
【観覧料】
○一般 800円
○学生 480円
　（高校生以下無料）
【問い合わせ】
　三重県総合博物館
　☎  059-228-2283

三重県総合博物館
第 29回企画展 　市民の皆さんの造形芸術の創作意

欲を高め、市民文化を向上させるた
め、令和４年３月に第 17回伊賀市
民美術展覧会（市展「いが」）を開
催します。
　より多くの人に出品していただけ
るよう、今年度から出品規定を変更
しました。詳しくは、募集要項をご
確認ください。皆さんの力作をお待
ちしています。
　募集要項・出品申込書は８月２日
（月）から次の場所で配布します。
○文化交流課（芭蕉翁記念館内）
○本庁舎　１階総合受付
○各支所振興課
○各公民館
○上野図書館
○伊賀市文化会館
○あやま文化センター
○青山ホール
○各地区市民センター
※募集要項と出品申込書は市ホーム
ページからもダウンロードでき
ます。

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

市展「いが」の出品規定
が変わります

「絹本著色真盛上人画像」
（九品寺）

【と　き】　９月７日㈫・８日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法

○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児を希望する人は、申込時にお
伝えください。

【対象者】
　看護師免許を持っている人
※令和４年３月末までに看護師免許
取得予定の人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期限】　９月３日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

ナースのための
カムバックセミナー
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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。

～おうちで食べる秋の彩り弁当～
　「料理に挑戦してみよう」という
男性を対象に料理教室を開催しま
す。大切な人と笑顔で過ごすため、
簡単で美味しい料理に挑戦してみま
せんか。
【と　き】　10月９日㈯
　午前 10時～午後１時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【メニュー】　豚のしょうが焼き、た
らこの入っただし巻き卵、小さなか
きあげ、ブロッコリーのごま和え、
秋のくだもの
※作った料理は持ち帰ります。
【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　米１合・エプロン・三角
巾・マスク
【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性
【料　金】　500円
【定　員】　先着６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】
　８月９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

　65歳以上のドライバーを対象に、
加齢による運動機能などの変化に気
付き、より安全な運転につなげるた
め、実車や運転シミュレーターなど
を活用した体験・実践型の研修「パー
ク＆バスライド シニアラーニング」
を開催します。研修会場へはバスで
送迎します。
【と　き】　10月 6日㈬
　午後１時 30分～４時
　集合：市営城北駐車場　正午
※昼食を済ませてお越しください。
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【対象者】　市内在住の 65歳以上で
車を運転する人
【定　員】　先着 16人
【申込方法】　氏名・住所・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　８月 10日㈫～９月 16日㈭
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

おとこの料理教室高齢ドライバー
交通安全研修

【と　き】　９月 18日・25日、
　10月２日・９日・16日
※すべて土曜日、午前９時 30分～
午後４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】
　創業を成功させるポイントなど、
開業基礎知識の習得とビジネスプラ
ン作成。
【対象者】　伊賀地域で創業を考えて
いる人・創業して間もない人
【料　金】　5,000 円
【定　員】　先着 20人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期限】　９月８日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会　
　☎ 45-2210　℻  45-5307

創業スクール 2021

【と　き】　８月 21日㈯
　午前 10時～ 11時
【ところ】
　阿波地区市民センター　会議室
【内　容】
○演題：大山田は化石の宝庫
○講師：伊賀盆地化石研究会
　会長　北田　稔さん
【定　員】
　25人　※予約制
【申込先】
　大山田郷土の広場　代表　西嶋 
　☎ 090-4514-5079
【問い合わせ】
○大山田郷土資料館
　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

大山田郷土資料館
企画展講演会

【と　き】
　９月 11日㈯　午後６時～
【ところ】
　伊賀上野城本丸広場　特設舞台
※雨天の場合、伊賀市文化会館
【演　目】
○大蔵流　狂言「盆山」
　木下　雄陽さんほか
○喜多流　能　「経政」
　長田　郷さんほか
※このほか能の解説、狂言小舞、仕
舞など数番

【料　金】　１席 1,000 円
※今年から観覧席は有料です。
【定　員】　250席
※購入方法など、詳しくは市ホーム
ページ、チラシをご覧いただくか、
お問い合わせください。

【購入に関する問い合わせ】
　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511　℻  22-0512
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

第 38回上野城薪能

【と　き】　８月 24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：「人権の世間」をつくる
○講師：近畿大学　奥田　均さん
【定　員】　70人
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】　８月 17日㈫
【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２回　おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　東京 2020 応援プログラム＊の一
環として、日本代表として活躍し、
オリンピックや
パラリンピック
に出場した選手
の競技写真パネ
ルなどを展示す
る巡回写真展です。
＊東京 2020 応援プログラムとは、
スポーツだけでなく、文化芸術や
地域での世代を越えた活動、被災
地への支援など、参加者自らが体
験・行動し、東京 2020 大会に向
けたオリンピック・パラリンピック
の機運醸成と、その先のレガシー
創出に向けて未来につなぐプログ
ラムです。

【と　き】　８月 12日㈭～ 17 日㈫
【ところ】
○大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
○阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター
※同時開催
【問い合わせ】
○大山田 B&G海洋センター
　☎ 47-0551
○阿山 B&G海洋センター
　☎ 43-1380

　うえのまちまちづくり協議会で
は、あなたが残したい“うえのまち”
の写真を募集しています。
　「古き良きまちなみ」や「まちに
集う人の息づかい」などを撮影して
みませんか。
　入賞者には地場産品を進呈します。
【応募方法】　写真に応募票を添付し
て郵送または持参
※詳しくは市ホームページ、応募チ
ラシをご覧ください。チラシは中
心市街地推進課・各支所・各公民
館・各地区市民センターにあるほ
か、市ホームページからもダウン
ロードできます。

【応募期限】　令和４年１月 31日㈪
※消印有効
【応募先・問い合わせ】
　うえのまちまちづくり協議会事務局
　（中心市街地推進課内）
　☎ 22-9825　℻  22-9628

【と　き】
　９月 16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：アンガーマネジメント
　職場や地域、家庭の中で起こるさ
まざまな怒りの本質や自身の怒りの
特徴を知り、怒りの感情と上手に付
き合うアンガーマネジメントを学び
ます。
○講師：特定非営利活動法人
　心のサポート・ステーション
　代表理事　宮本　由起代さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20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】　８月９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

Ｂ＆Ｇ巡回写真展
「スポーツのチカラ」

“うえのまちのええとこ”
フォトコンテスト

女性のための
エンパワメント講座

寺院に伝わる戦国の残像
　伊賀市とゆかりが深い天台真盛宗
の祖、真盛上人や伊勢国司北畠氏に
関する企画展を開催します。
【と　き】
　９月 18日㈯～ 11月 14日㈰
　午前９時～午後５時まで
　（最終入場：午後４時 30分）
休館日：毎週月曜日（９月 20日
は開館）、９月 21日㈫

※三重とこわか国体・三重とこわか
大会の開会式と閉会式の実施によ
り、９月 25日㈯、10月５日㈫・
23日㈯は休館します。

【ところ】　三重県総合博物館
　（津市一身田上津部田 3060）
【観覧料】
○一般 800円
○学生 480円
　（高校生以下無料）
【問い合わせ】
　三重県総合博物館
　☎  059-228-2283

三重県総合博物館
第 29回企画展 　市民の皆さんの造形芸術の創作意

欲を高め、市民文化を向上させるた
め、令和４年３月に第 17回伊賀市
民美術展覧会（市展「いが」）を開
催します。
　より多くの人に出品していただけ
るよう、今年度から出品規定を変更
しました。詳しくは、募集要項をご
確認ください。皆さんの力作をお待
ちしています。
　募集要項・出品申込書は８月２日
（月）から次の場所で配布します。
○文化交流課（芭蕉翁記念館内）
○本庁舎　１階総合受付
○各支所振興課
○各公民館
○上野図書館
○伊賀市文化会館
○あやま文化センター
○青山ホール
○各地区市民センター
※募集要項と出品申込書は市ホーム
ページからもダウンロードでき
ます。

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp

市展「いが」の出品規定
が変わります

「絹本著色真盛上人画像」
（九品寺）

【と　き】　９月７日㈫・８日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法

○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児を希望する人は、申込時にお
伝えください。

【対象者】
　看護師免許を持っている人
※令和４年３月末までに看護師免許
取得予定の人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期限】　９月３日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

ナースのための
カムバックセミナー
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