
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　絵画・写真・書道・川柳・俳句・
生け花・手芸・工芸などを展示します。
【と　き】
　10 月 30日㈯・31日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 31日㈰は正午まで
【ところ】
　いがまち公民館ホール・いがまち
複合施設 (旧ふるさと会館いが )
【問い合わせ】
　いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻  45-9160

いがまち展覧会

　戦没者を追悼し、世界の恒久平和
を祈念します。
【と　き】
　10月 31日㈰　午前 10時～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、参列者の範囲・
人数を大幅に限定・縮小して行い
ます。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

伊賀市戦没者追悼式

　JR 関西本線沿線の魅力を知るこ
とができるウォーキングイベントで
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】
　11月 23日（火・祝）
　午前 10時 15分～午後２時頃
　（受付：午前９時 30分～）
※荒天中止
【集合場所】　JR島ヶ原駅前
【内　容】　JR 島ヶ原駅《集合》⇒
石薬師堂⇒正月堂⇒鵜宮神社⇒行者
堂（昼食）⇒大和街道宿場町旧本陣
⇒ JR島ヶ原駅《解散》
※歴史スポットや紅葉が楽しめる
コースを語り部が案内します。

※距離約 5.5㎞
※小学生以下は保護者同伴
※中止の場合は、当日午前７時に決定
【料　金】　300円
※当日お支払いください。
【持ち物】
　歩きやすい服装で、昼食・飲み物・
敷物など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　電話
【申込期限】
　11月 22日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野観光協会
　☎ 26-7788
　（平日午前９時～午後５時）
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9694

しまがはら歴史街道
ウォーキング

【と　き】　11月 16日㈫
　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】
　離乳食前期（１～２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】　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】　10月 20日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

　通信講座とスクーリング（実技）
により介護職員に必要な知識・技術
を取得します。
　介護職員初任者研修を受講しなが
ら就労支援を受け、福祉・介護職場
に就職しませんか。
【と　き】
　11月22日㈪～令和４年２月25日㈮
※スクーリング 10日間・面談２回
【ところ】
スクーリング：三重県社会福祉会館
　（津市桜橋 2-131）
【対象者】
　三重県に住民登録があり、おおむ
ね 70歳未満の職に就いていない人
で、研修終了後、福祉・介護現場に
就職を希望する人。
【料　金】　5,500 円（テキスト代）
【定　員】　39人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　参加申請書を郵送または持参。詳
しくは募集案内、三重県福祉人材セ
ンターのホームページをご覧くだ
さい。
【申込期限】
　10月 27日㈬　※必着
【申込先・問い合わせ】
　三重県福祉人材センター
　介護員養成担当
　☎ 059-227-5160

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー２級・通信講座）

　６月から募集した「初めての講師
サポート事業」に申請のあった事業
を審査した結果、５件の事業を採択
しました。
　11月からハイトピア伊賀（生涯
学習センター）で教室を開催します。
　詳しくは各公民館にあるチラシや
市ホームページをご覧ください。
【採択事業】
◦なぜ伊賀人は織田信長がキライな
のか？

◦「ほめ書」で文字あそび
◦紙バンドのナチュラルリース作り
◦どんどん歌おう楽しい童謡
◦自分史を作ろう
【問い合わせ】　生涯学習課　
　☎ 22-9679　℻  22-9692

初めての講師サポート事業
審査結果

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

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 koho@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　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】
　10月12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

いがオレンジカフェ

　さまざまな事情で、家庭での養育
が困難な子どもを、自分の家庭に迎
え入れて養育する里親制度について
学びませんか。
【と　き】
　11月 6日㈯　午前 10時～正午
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　大会議室
【定　員】　30組
　（子どもと一緒に参加できます）
【申込期限】
　11月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　里親なんでも相談所「ほっこり」
　☎ 41-1144　℻  63-0721

　本格的な陶芸を手軽に楽しめる教
室です。オリジナルの陶芸作品を作
りませんか。
【と　き】　11月 13日㈯
　午前 10時～正午
【ところ】　伊賀焼伝統産業会館
　（丸柱 169-2）
【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。

【料　金】　500円（材料費込み）
【申込期間】
　10月 11日㈪～ 25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

　ビブリオバトルとは、発表者が紹
介した本の中から、一番読みたいと
思った本を聴衆を含めた参加者が投
票し、1位を決める書評合戦です。
発表者は、伊賀市・名張市の高校に
通う生徒たちで、大好きな本につい
て熱く語ります。
　また、この大会は三重県大会の予
選会でもあります。伊賀地区の代表
をみんなで選んで、応援しませんか。
【と　き】
　10月 17日㈰　午後１時～
　（受付：午後０時 30分～）
【ところ】
　伊賀白鳳高等学校
　プレゼンテーションルーム
【定　員】　40人程度
　（小中学生は保護者同伴）
【申込方法】
　10月 12日㈫までにファックス・
郵送・Eメールで提出
※申込用紙は上野図書館、名張市立
図書館で配布。市ホームページか
らもダウンロードできます。

【申込先】
　名張高等学校図書館　
　〒 518-0711
　名張市東町 2067-2
　℻  64-6293
　 uehara.s@mxs.mie-c.ed.jp
【問い合わせ】
　伊賀白鳳高等学校図書館 
　☎ 48-5006（直通）

里親シンポジウム

親子陶芸体験教室

高校生ビブリオバトル
2021伊賀決戦

　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】　11月４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

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　10月 26日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【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

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

　

● 10 月 26日㈫
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
※日程は変わる場合があります。
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

【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」
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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。

　絵画・写真・書道・川柳・俳句・
生け花・手芸・工芸などを展示します。
【と　き】
　10 月 30日㈯・31日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 31日㈰は正午まで
【ところ】
　いがまち公民館ホール・いがまち
複合施設 (旧ふるさと会館いが )
【問い合わせ】
　いがまち公民館
　☎ 45-9122　℻  45-9160

いがまち展覧会

　戦没者を追悼し、世界の恒久平和
を祈念します。
【と　き】
　10月 31日㈰　午前 10時～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、参列者の範囲・
人数を大幅に限定・縮小して行い
ます。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673

伊賀市戦没者追悼式

　JR 関西本線沿線の魅力を知るこ
とができるウォーキングイベントで
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】
　11月 23日（火・祝）
　午前 10時 15分～午後２時頃
　（受付：午前９時 30分～）
※荒天中止
【集合場所】　JR島ヶ原駅前
【内　容】　JR 島ヶ原駅《集合》⇒
石薬師堂⇒正月堂⇒鵜宮神社⇒行者
堂（昼食）⇒大和街道宿場町旧本陣
⇒ JR島ヶ原駅《解散》
※歴史スポットや紅葉が楽しめる
コースを語り部が案内します。
※距離約 5.5㎞
※小学生以下は保護者同伴
※中止の場合は、当日午前７時に決定
【料　金】　300円
※当日お支払いください。
【持ち物】
　歩きやすい服装で、昼食・飲み物・
敷物など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　電話
【申込期限】
　11月 22日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野観光協会
　☎ 26-7788
　（平日午前９時～午後５時）
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9694

しまがはら歴史街道
ウォーキング

【と　き】　11月 16日㈫
　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】
　離乳食前期（１～２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】　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】　10月 20日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

　通信講座とスクーリング（実技）
により介護職員に必要な知識・技術
を取得します。
　介護職員初任者研修を受講しなが
ら就労支援を受け、福祉・介護職場
に就職しませんか。
【と　き】
　11月22日㈪～令和４年２月25日㈮
※スクーリング 10日間・面談２回
【ところ】
スクーリング：三重県社会福祉会館
　（津市桜橋 2-131）
【対象者】
　三重県に住民登録があり、おおむ
ね 70歳未満の職に就いていない人
で、研修終了後、福祉・介護現場に
就職を希望する人。
【料　金】　5,500 円（テキスト代）
【定　員】　39人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　参加申請書を郵送または持参。詳
しくは募集案内、三重県福祉人材セ
ンターのホームページをご覧くだ
さい。
【申込期限】
　10月 27日㈬　※必着
【申込先・問い合わせ】
　三重県福祉人材センター
　介護員養成担当
　☎ 059-227-5160

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー２級・通信講座）

　６月から募集した「初めての講師
サポート事業」に申請のあった事業
を審査した結果、５件の事業を採択
しました。
　11月からハイトピア伊賀（生涯
学習センター）で教室を開催します。
　詳しくは各公民館にあるチラシや
市ホームページをご覧ください。
【採択事業】
◦なぜ伊賀人は織田信長がキライな
のか？

◦「ほめ書」で文字あそび
◦紙バンドのナチュラルリース作り
◦どんどん歌おう楽しい童謡
◦自分史を作ろう
【問い合わせ】　生涯学習課　
　☎ 22-9679　℻  22-9692

初めての講師サポート事業
審査結果

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

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 koho@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　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】
　10月12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

いがオレンジカフェ

　さまざまな事情で、家庭での養育
が困難な子どもを、自分の家庭に迎
え入れて養育する里親制度について
学びませんか。
【と　き】
　11月 6日㈯　午前 10時～正午
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　大会議室
【定　員】　30組
　（子どもと一緒に参加できます）
【申込期限】
　11月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　里親なんでも相談所「ほっこり」
　☎ 41-1144　℻  63-0721

　本格的な陶芸を手軽に楽しめる教
室です。オリジナルの陶芸作品を作
りませんか。
【と　き】　11月 13日㈯
　午前 10時～正午
【ところ】　伊賀焼伝統産業会館
　（丸柱 169-2）
【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。

【料　金】　500円（材料費込み）
【申込期間】
　10月 11日㈪～ 25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

　ビブリオバトルとは、発表者が紹
介した本の中から、一番読みたいと
思った本を聴衆を含めた参加者が投
票し、1位を決める書評合戦です。
発表者は、伊賀市・名張市の高校に
通う生徒たちで、大好きな本につい
て熱く語ります。
　また、この大会は三重県大会の予
選会でもあります。伊賀地区の代表
をみんなで選んで、応援しませんか。
【と　き】
　10月 17日㈰　午後１時～
　（受付：午後０時 30分～）
【ところ】
　伊賀白鳳高等学校
　プレゼンテーションルーム
【定　員】　40人程度
　（小中学生は保護者同伴）
【申込方法】
　10月 12日㈫までにファックス・
郵送・Eメールで提出
※申込用紙は上野図書館、名張市立
図書館で配布。市ホームページか
らもダウンロードできます。

【申込先】
　名張高等学校図書館　
　〒 518-0711
　名張市東町 2067-2
　℻  64-6293
　 uehara.s@mxs.mie-c.ed.jp
【問い合わせ】
　伊賀白鳳高等学校図書館 
　☎ 48-5006（直通）

里親シンポジウム

親子陶芸体験教室

高校生ビブリオバトル
2021伊賀決戦

　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】　11月４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

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　10月 26日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202
【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

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

　

● 10 月 26日㈫
　午前９時 30分～ 11時 30分
　午後１時～４時
　本庁舎　１階ロビー
※日程は変わる場合があります。
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

【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」
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