
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
※予約優先（１人 30分程度）
【とき・ところ】
○９月 18日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ
○ 10 月９日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センター「アスピア」
　３階会議室Ｂ
○ 11 月 13日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センター「アスピア」
　４階会議室Ｃ
○ 12 月 11日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ
【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎ 51-0932
　（午前９時～午後３時）
※水・土・日曜日、祝日を除く。

　「ポストコロナ・新たな時代へ」
をテーマに開催します。
　インターネット環境があれば、ど
なたでも視聴できます。ぜひご視聴
ください。
【と　き】
　９月 24日㈮～ 10月 15日㈮
【ところ】
　三重大学伊賀サテライト伊賀研究
拠点ホームページ（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）
【内　容】　
○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
○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
○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
　メディカル事業本部　本部長
　吉田　葉子さん 
○報告：上高みらい探究実践報告
　報告者：上野高等学校　２年生　
【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
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

無料税務相談会
第19 回三重大学発
産学官連携セミナー in 伊賀
（オンライン）

【と　き】　９月 22日㈬
　午後２時～３時 30分
【ところ】
　伊賀市シルバーワークプラザ２階
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【定　員】
　25 人
※応募多数の場合は抽選
【料　金】　1,300 円（材料費）
【申込期間】　９月６日㈪～ 15日㈬
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040

秋の寄せ植え教室

　逆境やストレス、ネガティブな感
情に対応することができる力、「レ
ジリエンス」について学びませんか。
【と　き】
　10 月 28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：レジリエンス「折れない
　心のつくり方」
○講師：㈱ヒューマンラボ取締役　
　船越　伴子さん
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20人程度
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　９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

女性のための
就労支援講座

　
大切な契約や遺言は公証役場で
　お金を貸し借りしたり、不動産を
売買するときなどは契約書を作成し
ます。しかし、取引後に契約した覚
えがない、契約書の内容がおかしい
などで紛争が生じることが少なくあ
りません。また、遺言書でも同じよ
うなことが起こるときがあります。
　こうしたトラブルを防ぐために、
これらの書類を「公正証書」として
残しませんか。公正証書は、公証人
が作成するもので、証拠や執行につ
いて法的な効力があります。また、
紛失したり、知らないうちに書き換
えられたりする心配もありません。
　公正証書についての相談は無料
です。
【問い合わせ】
　伊賀上野公証役場
　（上野丸之内28　ラフォーレビル３階）
　☎ 23-6549

10 月１日㈮～７日㈭は
公証週間です

山で自然観察をしよう！
　鎧岳・兜岳を縦走し、木津川の源
流を探す登山です。
【と　き】　10 月 10日㈰
　午前９時 30分～午後３時 30分
【ところ】
　鎧岳・兜岳（奈良県曽爾村）　　
【定　員】　先着 15人
【対象者】　小学生以上
※小学生は保護者同伴
【持ち物】
　弁当・飲み物・軍手・帽子
【服　装】
　長袖・長ズボン・山歩き用の靴
【申込受付開始日】
　９月 21日㈫　午前 10時
※定員になり次第締め切り
【申込方法】　電話
※詳しくはお問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内
　河川レンジャー事務局
　（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300

木津川上流管内
河川レンジャー活動

２次元コードから詳しい情報が見られます。

「小島憲二の眼と手―古伊賀憧憬―」
　伊賀焼の起源といわれる「古伊
賀」。市在住の陶芸家　小島憲二さ
んは、古伊賀の再現に挑み、その背
景を知るためにアジア諸国を訪ねま
した。そこで出会った諸国の工芸品
と、それらから影響を受けた小島さ
んの伊賀焼作品を展示します。
【と　き】
　9月 3日㈮～ 10月 10日㈰
※開館時間：午前 10時～午後 4時
30分
※火曜日休館
【ところ】　ミュージアム青山讃頌舎
【料　金】
　一般 300円（高校生以下無料）
【問い合わせ】　文化交流課
　☎  22-9621　℻  22-9619

【配信期間】
　９月 29日㈬　午後２時～ 10月
６日㈬　午後３時
【内　容】
○第１部
演題：顧客開拓と売上につながる
IT活用セミナー～DXを上手に
使って営業力を高めませんか～
講師：三重県よろず支援拠点　　
　コーディネーター
　村阪　浩司さん
○第２部
演題：中小企業の知財
講師：I

インピット

NPIT 三重県知財総合支援
　窓口　杉山　早実さん

【対象者】　伊賀地域内の中小事業
者、創業・起業をめざす人
【申込方法】　ゆめテクノ伊賀ホーム
ページから申し込んでください。
【申込期限】
　９月 24日㈮　午後３時
【問い合わせ】
○ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

◆いがまち人権センター第２回解放
講座

【と　き】　９月 10日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって、オンライン配信になる場
合があります。詳しくは、いがま
ち人権センターにお問い合わせく
ださい。

【内　容】
○演題：貧困学習からのメッセージ
～西成高等学校の貧困学習の実践
から学ぶ～
○講師：大阪府立西成高等学校
　校長　山田　勝治さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

◆第３回おおやまだ人権大学講座
in ライトピア

【と　き】　９月 21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：科学技術の進歩と人権
○講師：近畿大学　教授
　北口　末広さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】　９月 14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

ミュージアム青山讃頌舎
企画展

第10 回 IGA 地域情報
交流カフェ（オンライン） 人権啓発講座

　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】
　10月１日㈮　午後１時～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 201
【内　容】　地価・地代・家賃・土地
利用についての相談。
　詳しくは、三重県不動産鑑定士協
会へ直接お問い合わせください。
【相談員】　（一社）三重県不動産鑑定
士協会所属の不動産鑑定士
【問い合わせ】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎  059-229-3671

　広報いが８月号 27ページに掲載
した「第 38回上野城薪能」は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から開催を中止します。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

土地無料相談会

第 38回上野城薪能を
中止します

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

【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

2021.9 30



※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
※予約優先（１人 30分程度）
【とき・ところ】
○９月 18日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ
○ 10 月９日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センター「アスピア」
　３階会議室Ｂ
○ 11 月 13日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　名張市産業振興センター「アスピア」
　４階会議室Ｃ
○ 12 月 11日㈯
　午後１時 30分～４時 30分
　ハイトピア伊賀
　３階セミナールームＡ・Ｂ
【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎ 51-0932
　（午前９時～午後３時）
※水・土・日曜日、祝日を除く。

　「ポストコロナ・新たな時代へ」
をテーマに開催します。
　インターネット環境があれば、ど
なたでも視聴できます。ぜひご視聴
ください。
【と　き】
　９月 24日㈮～ 10月 15日㈮
【ところ】
　三重大学伊賀サテライト伊賀研究
拠点ホームページ（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）
【内　容】　
○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
○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
○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
　メディカル事業本部　本部長
　吉田　葉子さん 
○報告：上高みらい探究実践報告
　報告者：上野高等学校　２年生　
【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
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

無料税務相談会
第19 回三重大学発
産学官連携セミナー in 伊賀
（オンライン）

【と　き】　９月 22日㈬
　午後２時～３時 30分
【ところ】
　伊賀市シルバーワークプラザ２階
【対象者】
　市内在住の 60歳以上の人
【定　員】
　25 人
※応募多数の場合は抽選
【料　金】　1,300 円（材料費）
【申込期間】　９月６日㈪～ 15日㈬
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040

秋の寄せ植え教室

　逆境やストレス、ネガティブな感
情に対応することができる力、「レ
ジリエンス」について学びませんか。
【と　き】
　10 月 28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：レジリエンス「折れない
　心のつくり方」
○講師：㈱ヒューマンラボ取締役　
　船越　伴子さん
【対象者】
　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20人程度
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】　９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

女性のための
就労支援講座

　
大切な契約や遺言は公証役場で
　お金を貸し借りしたり、不動産を
売買するときなどは契約書を作成し
ます。しかし、取引後に契約した覚
えがない、契約書の内容がおかしい
などで紛争が生じることが少なくあ
りません。また、遺言書でも同じよ
うなことが起こるときがあります。
　こうしたトラブルを防ぐために、
これらの書類を「公正証書」として
残しませんか。公正証書は、公証人
が作成するもので、証拠や執行につ
いて法的な効力があります。また、
紛失したり、知らないうちに書き換
えられたりする心配もありません。
　公正証書についての相談は無料
です。
【問い合わせ】
　伊賀上野公証役場
　（上野丸之内28　ラフォーレビル３階）
　☎ 23-6549

10 月１日㈮～７日㈭は
公証週間です

山で自然観察をしよう！
　鎧岳・兜岳を縦走し、木津川の源
流を探す登山です。
【と　き】　10 月 10日㈰
　午前９時 30分～午後３時 30分
【ところ】
　鎧岳・兜岳（奈良県曽爾村）　　
【定　員】　先着 15人
【対象者】　小学生以上
※小学生は保護者同伴
【持ち物】
　弁当・飲み物・軍手・帽子
【服　装】
　長袖・長ズボン・山歩き用の靴
【申込受付開始日】
　９月 21日㈫　午前 10時
※定員になり次第締め切り
【申込方法】　電話
※詳しくはお問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内
　河川レンジャー事務局
　（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300

木津川上流管内
河川レンジャー活動

２次元コードから詳しい情報が見られます。

「小島憲二の眼と手―古伊賀憧憬―」
　伊賀焼の起源といわれる「古伊
賀」。市在住の陶芸家　小島憲二さ
んは、古伊賀の再現に挑み、その背
景を知るためにアジア諸国を訪ねま
した。そこで出会った諸国の工芸品
と、それらから影響を受けた小島さ
んの伊賀焼作品を展示します。
【と　き】
　9月 3日㈮～ 10月 10日㈰
※開館時間：午前 10時～午後 4時
30分

※火曜日休館
【ところ】　ミュージアム青山讃頌舎
【料　金】
　一般 300円（高校生以下無料）
【問い合わせ】　文化交流課
　☎  22-9621　℻  22-9619

【配信期間】
　９月 29日㈬　午後２時～ 10月
６日㈬　午後３時
【内　容】
○第１部
演題：顧客開拓と売上につながる
IT活用セミナー～DXを上手に
使って営業力を高めませんか～

講師：三重県よろず支援拠点　　
　コーディネーター
　村阪　浩司さん

○第２部
演題：中小企業の知財
講師：I

インピット

NPIT 三重県知財総合支援
　窓口　杉山　早実さん

【対象者】　伊賀地域内の中小事業
者、創業・起業をめざす人
【申込方法】　ゆめテクノ伊賀ホーム
ページから申し込んでください。
【申込期限】
　９月 24日㈮　午後３時
【問い合わせ】
○ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

◆いがまち人権センター第２回解放
講座

【と　き】　９月 10日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって、オンライン配信になる場
合があります。詳しくは、いがま
ち人権センターにお問い合わせく
ださい。

【内　容】
○演題：貧困学習からのメッセージ
～西成高等学校の貧困学習の実践
から学ぶ～

○講師：大阪府立西成高等学校
　校長　山田　勝治さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

◆第３回おおやまだ人権大学講座
in ライトピア

【と　き】　９月 21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：科学技術の進歩と人権
○講師：近畿大学　教授
　北口　末広さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】　９月 14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

ミュージアム青山讃頌舎
企画展

第10 回 IGA 地域情報
交流カフェ（オンライン） 人権啓発講座

　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】
　10月１日㈮　午後１時～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 201
【内　容】　地価・地代・家賃・土地
利用についての相談。
　詳しくは、三重県不動産鑑定士協
会へ直接お問い合わせください。
【相談員】　（一社）三重県不動産鑑定
士協会所属の不動産鑑定士
【問い合わせ】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎  059-229-3671

　広報いが８月号 27ページに掲載
した「第 38回上野城薪能」は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から開催を中止します。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

土地無料相談会

第 38回上野城薪能を
中止します

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

【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

31 2021.9
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