
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

【と　き】　10月 26日㈫
　午前 10時～午後３時
　（受付：午前９時 30分）
※雨天時は 10月 28日㈭
【ところ】　上野南公園
【講　師】　上川原緑園庭師
【持ち物】
　弁当・飲み物・剪定用具（木バサ
ミ・剪定バサミ・刈込みバサミなど）
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込期限】
　９月 24日㈮　午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734

庭木の整枝剪
せん

定
てい

講習会

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「障がい者Ⅱ」「同和問題Ⅱ」
【と　き】　９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
　「アイヌ民族と文化」
【と　き】　９月１日㈬～ 29日㈬
※開館延長日 14日㈫、21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
「水平社宣言」

【と　き】　９月７日㈫～ 22日㈬
※開館延長日　９日㈭、16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
「インターネットと人権Ⅱ」

【と　き】
　９月２日㈭～ 10月４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
◆大山田公民館　人権啓発パネル展
「2020 年度三重県児童生徒人権
ポスター」

【と　き】　９月１日㈬～ 29日㈬
【ところ】　大山田公民館
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

人権啓発パネル展

【と　き】　11 月 14日㈰
○乙種４類　午前・午後
○丙種　　　午前
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【申込方法・申込期間】
○郵送
消防本部・各分署にある願書に必
要事項を記入の上、郵送。
９月 13日㈪～ 24日㈮
※消印有効
○インターネット
（一財）消防試験研究セン
ターのホームページか
ら申し込んでください。
　９月10日㈮　午前9時～21日㈫
　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター
　三重県支部
　☎ 059-226-8930

◆予備講習会
【と　き】　10月 15日㈮
　午前 9時 20分～午後 5時
【ところ】
　消防本部　３階研修室
【対象者】
　危険物取扱者試験（乙種４類）受
験者
【料　金】
○予備講習授業料
　1,000 円（防火協会会員は無料）
○教科書・問題集
　各 1,000 円
　（防火協会会員は半額）
※教科書・問題集をすでにお持ちの
場合は、購入不要。

【定　員】　先着 40人
【申込方法】　消防本部予防課までお
越しください。
【申込期間】
　９月 27日㈪～ 10月８日㈮
※土・日曜日、祝日を除く。
　午前８時 30分～午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】　
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻   24-9111

後期危険物取扱者試験
（乙種４類、丙種）

　伊賀市文化会館開館 30周年を記念
して伊賀市で初のオペラを上演します。
　本公演は、宝くじの社会貢献広報
事業として、宝くじの受託収入を財
源とした助成金を受けて開催します。
【と　き】　10月 17日㈰
　午後3時～（開場：午後２時15分）
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】
　伊賀市出身の声楽家、味岡真紀子
さん所属の関西二期会が出演し、地
元の合唱メンバーも舞台に参加しま
す。演奏は大阪交響楽団、指揮は寺
岡清高さんです。
　前日には、チケットを購入した小・
中学生を対象にしたバックステージ
ツアーを開催します。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
【入場料】※全席指定
○前売：一般1,500 円、会員1,300
円、高校生以下 1,000 円
○当日：一般・会員ともに 1,500 円、
高校生以下 1,000 円
※３歳以下入場不可
【入場券前売り所】
　伊賀市文化会館ほか
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市文化会館　☎  24-7015
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎  22-9621　℻  22-9619

オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」

【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。

「あんしん・防災ねっと」
　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
ずにお話しませんか。
【と　き】　10月７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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀 　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　1953年８月・９月に、西
山地区や島ヶ原地区などが山津
波にのみこまれ、小田・長田・
三田地区などが浸水の被害に
あった大災害を何という？
①二八災害
②五三災害
③八九災害
④癸巳災害

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　９月 28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

　もの忘れを早期に発見するため、
もの忘れ相談プログラムによる脳の
健康チェックを行います。保健師
による相談もあります。
※過去に受けたことがある人は、６
カ月以上の期間をあけて受けるこ
とをお勧めします。

【と　き】　９月 24日㈮
　午前 10時～ 11時（受付時間）
【ところ】
　ハイトピア伊賀　4階多目的室
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎  26-1521　℻  24-7511

　認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。「認知症に
ついて知りたい」「相談したい」「仲
間を作りたい」という皆さん、ぜひ
お越しください。
【と　き】
　９月 14日㈫　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から約 20 分間
は、健康体操や脳トレなどのミニ
イベントを行います。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

いがオレンジカフェ

※諸事情により中止に
　なる場合があります。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻  22-9618

公　売　情　報

【と　き】　10月 19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
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】　９月 15日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】　10月 23日㈯
　午後１時～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室、上野向島町・上野相生町地内
【内　容】　上野天神祭などについて
学んだ後、まちなかに移動し、だん
じりを見学しながら自治会役員など
から説明を聞きます。
【対象者】
　市内の小学生とその保護者 10組
※申込多数の場合は抽選し、結果を
全員に通知します。

【申込期間】
　９月 10日㈮～ 30日㈭
【申込方法】
　住所、氏名、年齢、学年、電話番
号を下記まで。市ホームページから
も申し込みできます。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

親子で歩こう！
秋の城下町 2021

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
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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】　10月 26日㈫
　午前 10時～午後３時
　（受付：午前９時 30分）
※雨天時は 10月 28日㈭
【ところ】　上野南公園
【講　師】　上川原緑園庭師
【持ち物】
　弁当・飲み物・剪定用具（木バサ
ミ・剪定バサミ・刈込みバサミなど）
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込期限】
　９月 24日㈮　午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 41-0290　℻  22-9734

庭木の整枝剪
せん

定
てい

講習会

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「障がい者Ⅱ」「同和問題Ⅱ」
【と　き】　９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
　「アイヌ民族と文化」
【と　き】　９月１日㈬～ 29日㈬
※開館延長日 14日㈫、21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
「水平社宣言」
【と　き】　９月７日㈫～ 22日㈬
※開館延長日　９日㈭、16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
「インターネットと人権Ⅱ」
【と　き】
　９月２日㈭～ 10月４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
◆大山田公民館　人権啓発パネル展
「2020 年度三重県児童生徒人権
ポスター」

【と　き】　９月１日㈬～ 29日㈬
【ところ】　大山田公民館
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

人権啓発パネル展

【と　き】　11 月 14日㈰
○乙種４類　午前・午後
○丙種　　　午前
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【申込方法・申込期間】
○郵送
消防本部・各分署にある願書に必
要事項を記入の上、郵送。
９月 13日㈪～ 24日㈮
※消印有効
○インターネット
（一財）消防試験研究セン
ターのホームページか
ら申し込んでください。
　９月10日㈮　午前9時～21日㈫
　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター
　三重県支部
　☎ 059-226-8930

◆予備講習会
【と　き】　10月 15日㈮
　午前 9時 20分～午後 5時
【ところ】
　消防本部　３階研修室
【対象者】
　危険物取扱者試験（乙種４類）受
験者
【料　金】
○予備講習授業料
　1,000 円（防火協会会員は無料）
○教科書・問題集
　各 1,000 円
　（防火協会会員は半額）
※教科書・問題集をすでにお持ちの
場合は、購入不要。

【定　員】　先着 40人
【申込方法】　消防本部予防課までお
越しください。
【申込期間】
　９月 27日㈪～ 10月８日㈮
※土・日曜日、祝日を除く。
　午前８時 30分～午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】　
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻   24-9111

後期危険物取扱者試験
（乙種４類、丙種）

　伊賀市文化会館開館 30周年を記念
して伊賀市で初のオペラを上演します。
　本公演は、宝くじの社会貢献広報
事業として、宝くじの受託収入を財
源とした助成金を受けて開催します。
【と　き】　10月 17日㈰
　午後3時～（開場：午後２時15分）
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】
　伊賀市出身の声楽家、味岡真紀子
さん所属の関西二期会が出演し、地
元の合唱メンバーも舞台に参加しま
す。演奏は大阪交響楽団、指揮は寺
岡清高さんです。
　前日には、チケットを購入した小・
中学生を対象にしたバックステージ
ツアーを開催します。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
【入場料】※全席指定
○前売：一般1,500 円、会員1,300
円、高校生以下 1,000 円
○当日：一般・会員ともに 1,500 円、
高校生以下 1,000 円
※３歳以下入場不可
【入場券前売り所】
　伊賀市文化会館ほか
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市文化会館　☎  24-7015
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎  22-9621　℻  22-9619

オペラ
「ヘンゼルとグレーテル」

【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。

「あんしん・防災ねっと」
　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
ずにお話しませんか。
【と　き】　10月７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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀 　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　1953年８月・９月に、西
山地区や島ヶ原地区などが山津
波にのみこまれ、小田・長田・
三田地区などが浸水の被害に
あった大災害を何という？
①二八災害
②五三災害
③八九災害
④癸巳災害

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　９月 28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

　もの忘れを早期に発見するため、
もの忘れ相談プログラムによる脳の
健康チェックを行います。保健師
による相談もあります。
※過去に受けたことがある人は、６
カ月以上の期間をあけて受けるこ
とをお勧めします。

【と　き】　９月 24日㈮
　午前 10時～ 11時（受付時間）
【ところ】
　ハイトピア伊賀　4階多目的室
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎  26-1521　℻  24-7511

　認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。「認知症に
ついて知りたい」「相談したい」「仲
間を作りたい」という皆さん、ぜひ
お越しください。
【と　き】
　９月 14日㈫　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から約 20 分間
は、健康体操や脳トレなどのミニ
イベントを行います。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

いがオレンジカフェ

※諸事情により中止に
　なる場合があります。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻  22-9618

公　売　情　報

【と　き】　10月 19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
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】　９月 15日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】　10月 23日㈯
　午後１時～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
修室、上野向島町・上野相生町地内
【内　容】　上野天神祭などについて
学んだ後、まちなかに移動し、だん
じりを見学しながら自治会役員など
から説明を聞きます。
【対象者】
　市内の小学生とその保護者 10組
※申込多数の場合は抽選し、結果を
全員に通知します。

【申込期間】
　９月 10日㈮～ 30日㈭
【申込方法】
　住所、氏名、年齢、学年、電話番
号を下記まで。市ホームページから
も申し込みできます。
【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

親子で歩こう！
秋の城下町 2021

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
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