
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　本革を使ってコインケースを作り
ませんか。
【と　き】　11月 23日（祝・火）
①午前 10時～正午
②午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　大山田公民館
【講　師】　冨岡　清美さん
【対象者】　市内在住の人
 ( 小学生以下は保護者同伴 )
【料　金】　1,500 円
【定　員】　各回先着 10人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号・①か②の希望時間帯を下記
まで。
【申込期間】　11月８日㈪～15日㈪
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

　三重県が設置する「みえ出逢い
サポートセンター」の相談員が、出
逢いや結婚、婚活についての悩みを
お聞きします。お気軽にご相談くだ
さい。
【と　き】
　12月 10日㈮・11日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】
○結婚を希望する人
○子の結婚について悩みのある親
○従業員の結婚を応援したい企業の
担当者　など

【定　員】
　各日先着８組（１組 30分）
【申込方法】　電話
【申込期限】
　12月９日㈭
【申込先・問い合わせ】
　みえ出逢いサポートセンター
　☎ 059-355-1322
※当日の問い合わせ先
　こども未来課　☎ 22-9665

レザークラフト教室出逢いや結婚に関する
相談会

　迎春準備として、家に飾る「寄せ
植え」を作りませんか。
【と　き】　12月 14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】
　1,500 円（材料費）
【申込期間】
　11月 15日㈪～ 26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
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

お正月用寄せ植え教室

【と　き】
　12月 14日㈫　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【内　容】　ベトナムの暮らしについ
て、発見したこと、学んだことを紹
介します。
○演題：住んで発見！ベトナムの暮

らし
○講師：日本語教師
　　　　吉田　佳純さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　先着 40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】　11月８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

男女一緒に気づいて広がる
発見講座「ベトナム編」

　地域の皆さんの日頃の取り組みの
成果を展示します。
【と　き】
　11月 13日㈯～ 15日㈪
　午前９時～午後５時
※最終日は午後１時閉館
【ところ】　青山ホール
【内　容】　絵画・書・彫塑・写真・
工芸・生け花・盆栽・鉢物など
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

第 56回青山ふるさと
美術文化展覧会

　ウェブ説明会でも魅力を伝えられ
る説明会のポイントと、ウィズコロ
ナ時代のインターンシップの考え方
について学びませんか。
【と　き】
　11月 26日㈮　午後１時～３時
【ところ】
　ウェブ（Z

ズ ー ム

oom）または名張産業
振興センター（名張市南町822-2）
【講　師】
　㈱マイナビ　就職情報事業本部　
　小林　和喜さん
【対象者】
　企業などの人事採用担当者
【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、E
メールまたはファックスで下記ま
で。申込書は名張商工会議所ホーム
ページからダウンロードできます。
【申込期限】　11月 12日㈮
【申込先・問い合わせ】
　名張商工会議所
　☎ 63-0080　℻  64-3211
　 koyoutaisaku@nabari.or.jp

合同企業説明会対策講座

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆ウィズ・アフター・ポストコロナ
時代を生きる持続可能な伊賀創生
と SDGs

【と　き】　12月 11日㈯
　午後１時 30分～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【講　師】
　三重大学　特命副学長（環境・SDGs）
　朴　恵淑さん
【対象者】
　市内在住・在勤の人（小学生以下
は保護者同伴）
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　11月５日㈮～ 30日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 22-9624　℻  22-9641

環境セミナー

　未来の伊賀市を担うすべての子ど
もや若者が、自己肯定感を育み、健
やかに成長し、明るい未来を切り拓
いていくことが期待されています。
　そのため、子どもたちを取り巻く
さまざまな問題の解決に向けて、家
庭や学校、企業、地域が協力し、社
会全体で青少年の健全育成に取り組
む必要があります。
　伊賀市教育委員会と伊賀市青少年
育成市民連絡会議では、次のことを
重点的に取り組んでいます。
○子ども・若者育成支援広報啓発活
動の実施
○青少年に有害な環境をなくす活動
の推進
○研修会などの開催
○青少年相談業務の推進

◆青少年相談
　伊賀市青少年センターでは、電話・
来所での相談を行っています。
○相談場所：伊賀市青少年センター
　（上友生785 教育研究センター１階）
※面談 ( 来所 ) 希望の場合は事前に
連絡してください。
○相談電話番号：☎ 24-3251
○相談時間：平日午後１時～６時
※金曜日のみ午後３時まで
※年末年始を除く。

【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　三重大学医学部医学科の令和 4
年度入学者選抜にあたり、地域医療
を担う医師にふさわしい優れた能
力・倫理観・責任感を有する志願者
を推薦します。
【要　件】
　次の要件をすべて満たす人
○三重大学の各推薦枠共通要件を満
たすこと
○現に扶養する扶養義務者が市内に
3年以上居住していること
○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約が
できること

【選考方法】　面接
【面接日】　11月 30日㈫
【申込方法】
　学校を通じて申し込んでください。
【申込期間】
　11月１日㈪～ 15日㈪　※必着
※提出書類など詳しくはお問い合わ
せいただくか、市ホームページ・
三重大学学校推薦型選抜学生募集
要項をご覧ください。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

11 月は「子ども・若者
育成支援強調月間」

三重大学医学部医学科
学校推薦型選抜地域枠B
の市長推薦

　芭蕉翁が亡くなった旧暦 10月は
時雨月ともよばれることから、その
命日を「時雨忌」と言います。芭蕉
翁の月命日に、翁

おきな

の遺徳を偲び、式
典と講演会を行います。
【と　き】　11月 12日㈮
【ところ】　萬壽寺（柘植町 7373）
◆式　典
　午前９時 30分～
◆講演会
　午前 10時 20分～ 11時 30分
○演題：芭蕉翁と古人
○講師：芭蕉翁記念館　学芸員
　　　　服部　温子
【問い合わせ】
○（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796
○文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

しぐれ忌

【と　き】
　12 月７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
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によって、オンライン配信に
なる場合があります。

【内　容】
◦演題：部落差別の解消と差別の法

規制
◦講師：（一社）部落解放・人権研究所
　　　　谷川　雅彦さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】
　11月 22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５回おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

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

　市政情報をお伝えしています。
　ケーブルテレビ17チャンネル
（青山は204チャンネル）・地上
デジタル放送121チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」
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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。

　本革を使ってコインケースを作り
ませんか。
【と　き】　11月 23日（祝・火）
①午前 10時～正午
②午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　大山田公民館
【講　師】　冨岡　清美さん
【対象者】　市内在住の人
 ( 小学生以下は保護者同伴 )
【料　金】　1,500 円
【定　員】　各回先着 10人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号・①か②の希望時間帯を下記
まで。
【申込期間】　11月８日㈪～15日㈪
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

　三重県が設置する「みえ出逢い
サポートセンター」の相談員が、出
逢いや結婚、婚活についての悩みを
お聞きします。お気軽にご相談くだ
さい。
【と　き】
　12月 10日㈮・11日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】
○結婚を希望する人
○子の結婚について悩みのある親
○従業員の結婚を応援したい企業の
担当者　など

【定　員】
　各日先着８組（１組 30分）
【申込方法】　電話
【申込期限】
　12月９日㈭
【申込先・問い合わせ】
　みえ出逢いサポートセンター
　☎ 059-355-1322
※当日の問い合わせ先
　こども未来課　☎ 22-9665

レザークラフト教室出逢いや結婚に関する
相談会

　迎春準備として、家に飾る「寄せ
植え」を作りませんか。
【と　き】　12月 14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】
　1,500 円（材料費）
【申込期間】
　11月 15日㈪～ 26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
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

お正月用寄せ植え教室

【と　き】
　12月 14日㈫　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階多目的大研修室
【内　容】　ベトナムの暮らしについ
て、発見したこと、学んだことを紹
介します。
○演題：住んで発見！ベトナムの暮

らし
○講師：日本語教師
　　　　吉田　佳純さん
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　先着 40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】　11月８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

男女一緒に気づいて広がる
発見講座「ベトナム編」

　地域の皆さんの日頃の取り組みの
成果を展示します。
【と　き】
　11月 13日㈯～ 15日㈪
　午前９時～午後５時
※最終日は午後１時閉館
【ところ】　青山ホール
【内　容】　絵画・書・彫塑・写真・
工芸・生け花・盆栽・鉢物など
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

第 56回青山ふるさと
美術文化展覧会

　ウェブ説明会でも魅力を伝えられ
る説明会のポイントと、ウィズコロ
ナ時代のインターンシップの考え方
について学びませんか。
【と　き】
　11月 26日㈮　午後１時～３時
【ところ】
　ウェブ（Z

ズ ー ム

oom）または名張産業
振興センター（名張市南町822-2）
【講　師】
　㈱マイナビ　就職情報事業本部　
　小林　和喜さん
【対象者】
　企業などの人事採用担当者
【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、E
メールまたはファックスで下記ま
で。申込書は名張商工会議所ホーム
ページからダウンロードできます。
【申込期限】　11月 12日㈮
【申込先・問い合わせ】
　名張商工会議所
　☎ 63-0080　℻  64-3211
　 koyoutaisaku@nabari.or.jp

合同企業説明会対策講座

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

◆ウィズ・アフター・ポストコロナ
時代を生きる持続可能な伊賀創生
と SDGs

【と　き】　12月 11日㈯
　午後１時 30分～
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【講　師】
　三重大学　特命副学長（環境・SDGs）
　朴　恵淑さん
【対象者】
　市内在住・在勤の人（小学生以下
は保護者同伴）
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　11月５日㈮～ 30日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 22-9624　℻  22-9641

環境セミナー

　未来の伊賀市を担うすべての子ど
もや若者が、自己肯定感を育み、健
やかに成長し、明るい未来を切り拓
いていくことが期待されています。
　そのため、子どもたちを取り巻く
さまざまな問題の解決に向けて、家
庭や学校、企業、地域が協力し、社
会全体で青少年の健全育成に取り組
む必要があります。
　伊賀市教育委員会と伊賀市青少年
育成市民連絡会議では、次のことを
重点的に取り組んでいます。
○子ども・若者育成支援広報啓発活
動の実施

○青少年に有害な環境をなくす活動
の推進

○研修会などの開催
○青少年相談業務の推進

◆青少年相談
　伊賀市青少年センターでは、電話・
来所での相談を行っています。
○相談場所：伊賀市青少年センター
　（上友生785 教育研究センター１階）
※面談 ( 来所 ) 希望の場合は事前に
連絡してください。

○相談電話番号：☎ 24-3251
○相談時間：平日午後１時～６時
※金曜日のみ午後３時まで
※年末年始を除く。

【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

　三重大学医学部医学科の令和 4
年度入学者選抜にあたり、地域医療
を担う医師にふさわしい優れた能
力・倫理観・責任感を有する志願者
を推薦します。
【要　件】
　次の要件をすべて満たす人
○三重大学の各推薦枠共通要件を満
たすこと

○現に扶養する扶養義務者が市内に
3年以上居住していること

○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約が
できること

【選考方法】　面接
【面接日】　11月 30日㈫
【申込方法】
　学校を通じて申し込んでください。
【申込期間】
　11月１日㈪～ 15日㈪　※必着
※提出書類など詳しくはお問い合わ
せいただくか、市ホームページ・
三重大学学校推薦型選抜学生募集
要項をご覧ください。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

11 月は「子ども・若者
育成支援強調月間」

三重大学医学部医学科
学校推薦型選抜地域枠B
の市長推薦

　芭蕉翁が亡くなった旧暦 10月は
時雨月ともよばれることから、その
命日を「時雨忌」と言います。芭蕉
翁の月命日に、翁

おきな

の遺徳を偲び、式
典と講演会を行います。
【と　き】　11月 12日㈮
【ところ】　萬壽寺（柘植町 7373）
◆式　典
　午前９時 30分～
◆講演会
　午前 10時 20分～ 11時 30分
○演題：芭蕉翁と古人
○講師：芭蕉翁記念館　学芸員
　　　　服部　温子
【問い合わせ】
○（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796
○文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

しぐれ忌

【と　き】
　12 月７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
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によって、オンライン配信に
なる場合があります。

【内　容】
◦演題：部落差別の解消と差別の法

規制
◦講師：（一社）部落解放・人権研究所
　　　　谷川　雅彦さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】
　11月 22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５回おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

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

　市政情報をお伝えしています。
　ケーブルテレビ17チャンネル
（青山は204チャンネル）・地上
デジタル放送121チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」
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