
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「コロナ差別と人権」
　「部落差別解消推進法」
【と　き】　１月４日㈫～ 28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
「ハンセン病を知る」

【と　き】　１月４日㈫～ 28日㈮
※開館延長日　11日㈫、18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
　「３・11から学ぶ～震災（災害）と人権～」
【と　き】　１月６日㈭～ 20日㈭
※開館延長日　６日㈭、13日㈭、
　20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
◆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】　１月８日㈯～２月９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

　松尾芭蕉の伊賀門下の蓑虫庵主・服
部土芳をしのび、法要・講話と俳句会
を開催します。

◆第 293回　土芳忌
【とき・ところ】　１月 18日㈫
○墓前法要：午前10時 30分～ 11時
　　　　　　西蓮寺（長田 1931）
※送迎バスあり（要予約）
　往路：午前 10時
　　　　上野公園入口ロータリー発
　　　　西蓮寺行
　復路：午前 11時 15分　西蓮寺発
　　　　上野市駅前ロータリー経由
　　　　伊賀市文化会館行
○講話：午後 1時～午後 1時 30分
　　　　（受付：正午～）
　　　　伊賀市文化会館　多目的室
　演題：芭蕉と土芳～「蓑虫の」句を
　　　　めぐって～
　講師：文化交流課　学芸員　
　　　　服部　温子
【定　員】　先着 60人
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】　１月 18日㈫
　　　　　午後１時 45分～４時
【ところ】　伊賀市文化会館　多目的室
【選　者】　佐々木経子・下村哲朗・
　土井陽代・中西紀歩・福森志津子
　（敬称略・50音順）
【投句数】　１人３句以内
【投句受付時間】　正午～午後１時
【定　員】　60人　※要予約
※定員に満たない場合のみ、当日も先
着順にて受け付けます。

【受付開始時間】　正午～
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

土芳忌・
土芳を偲ぶ俳句会申

◆芭蕉祭記念講演会　歌枕俳枕講座
【と　き】　１月 29日㈯
　午後１時 30分～３時 10分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：「冊
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○講師：天理大学附属天理図書館
　　　　元司書　牛見　正和さん
【定　員】　先着 80人
【申込期間】　１月 11日㈫～ 25日㈫
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692　
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

第４回悠々セミナー申

【と　き】
　2 月 19日㈯　午後１時 30分～
　（受付：午後１時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　5階多目的大研修室
【内　容】
○第１部
　演題：デジタルミュージアムを活用
　　　　して江戸時代の旅を探る
　講師：岐阜関ケ原古戦場記念館
　　　　学芸員　山形　隆司さん
○第２部
　演題：デジタルミュージアムの魅力
　講師：TRC-A

ア デ ア ッ ク
DEAC㈱

　　　　取締役会長　田山　健二さん
【定　員】　先着 60人
【申込期間】
　１月 22日㈯～２月５日㈯
【申込方法】　電話、ファックス、来館
【申込先・問い合わせ】上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999

「デジタルミュージアム
秘蔵の国 伊賀」
公開記念講演会申

◆お店の人が教えてくれる！
目からウロコの得する街のゼミナール
【と　き】　２月１日㈫～ 28日㈪
【ところ】　市内の約 12店舗
【料　金】
　材料費がかかる場合のみ実費。
【定　員】　各店舗により異なります。
　　　　　※先着順
【申込方法】　各店舗へ電話
【申込受付開始日】　１月 15日㈯～
　時間は各店舗の営業開始時間です。
※実施店舗など詳しくは、上野商工会
議所ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】
○伊賀上野まちゼミの会事務局
　（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

第８回　いがうえの
まちゼミ申

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　俳聖殿の屋根は（　　）です。
①柿葺
②板葺
③茅葺
④桧皮葺

（答えは 23ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

※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】　１月 25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

【と　き】　２月３日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀 ５階学習室２
【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

【と　き】　２月 15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】　１月 19日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　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。
【と　き】
　１月 11日㈫　午前 10時～正午
※午前 10時 30分から約 20分間は、
健康体操などのミニイベント。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

【と　き】　１月 24日㈪
　午前 10時～ 11時（受付時間）
【ところ】　本庁舎　４階会議室 401
※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。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

　令和５年４月から依那古・比自岐・
神戸・きじが台地区の児童が通学する
小学校が、依那古小学校の施設を使っ
て、新しく「上野南小学校」として開
校します。
　そこで、新設校にふさわしい校章と
校歌（歌詞）を募集します。
【応募資格】
　個人であれば、どなたでも応募でき
ます。校章または校歌のみの応募もで
きます。
【各　賞】
　校章・校歌
○最優秀賞…各１点（副賞あり）
○優秀賞…各１点（副賞あり）
【応募方法】　所定の応募用紙を下記ま
で郵送または持参。
※制作条件など詳しくは問い合わせい
ただくか、市ホームページをご覧く
ださい。

※作品は、自作未発表のものに限り
ます。

【審　査】　上野南部地区小学校区実施
計画検討協議会で選考し、結果は本人
に通知するほか、市ホームページなど
に掲載します。
【応募期限】　１月 31日㈪　※必着
【応募先・問い合わせ】
　教育総務課
　☎ 22-9644　℻  22-9647

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

いがオレンジカフェ

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン申

離乳食教室申

上野南小学校の校章・
校歌（歌詞）募集

【と　き】　３月４日㈮
【開催形式】　ウェブ（Z

ズ ー ム
oom）

【対象者】
　2023 年春卒業予定の大学生・短大
生・専門学校生、未就職者など
※申込方法、参加企業や日程など、詳
しくは名張商工会議所ホームページ
をご覧ください。

【申込期限】　３月３日㈭
【申込先・問い合わせ】
　名張商工会議所　☎ 63-0080　
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

名張市・伊賀市
合同企業説明会申

健康・福祉

子育て・教育

イベント・講座
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※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「コロナ差別と人権」
　「部落差別解消推進法」
【と　き】　１月４日㈫～ 28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
「ハンセン病を知る」

【と　き】　１月４日㈫～ 28日㈮
※開館延長日　11日㈫、18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
　「３・11から学ぶ～震災（災害）と人権～」
【と　き】　１月６日㈭～ 20日㈭
※開館延長日　６日㈭、13日㈭、
　20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
◆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】　１月８日㈯～２月９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

　松尾芭蕉の伊賀門下の蓑虫庵主・服
部土芳をしのび、法要・講話と俳句会
を開催します。

◆第 293回　土芳忌
【とき・ところ】　１月 18日㈫
○墓前法要：午前10時 30分～ 11時
　　　　　　西蓮寺（長田 1931）
※送迎バスあり（要予約）
　往路：午前 10時
　　　　上野公園入口ロータリー発
　　　　西蓮寺行
　復路：午前 11時 15分　西蓮寺発
　　　　上野市駅前ロータリー経由
　　　　伊賀市文化会館行
○講話：午後 1時～午後 1時 30分
　　　　（受付：正午～）
　　　　伊賀市文化会館　多目的室
　演題：芭蕉と土芳～「蓑虫の」句を
　　　　めぐって～
　講師：文化交流課　学芸員　
　　　　服部　温子
【定　員】　先着 60人
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】　１月 18日㈫
　　　　　午後１時 45分～４時
【ところ】　伊賀市文化会館　多目的室
【選　者】　佐々木経子・下村哲朗・
　土井陽代・中西紀歩・福森志津子
　（敬称略・50音順）
【投句数】　１人３句以内
【投句受付時間】　正午～午後１時
【定　員】　60人　※要予約
※定員に満たない場合のみ、当日も先
着順にて受け付けます。

【受付開始時間】　正午～
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎ 21-4081　℻  51-6796
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

土芳忌・
土芳を偲ぶ俳句会申

◆芭蕉祭記念講演会　歌枕俳枕講座
【と　き】　１月 29日㈯
　午後１時 30分～３時 10分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：「冊
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』を中心に」
○講師：天理大学附属天理図書館
　　　　元司書　牛見　正和さん
【定　員】　先着 80人
【申込期間】　１月 11日㈫～ 25日㈫
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692　
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

第４回悠々セミナー申

【と　き】
　2 月 19日㈯　午後１時 30分～
　（受付：午後１時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　5階多目的大研修室
【内　容】
○第１部
　演題：デジタルミュージアムを活用
　　　　して江戸時代の旅を探る
　講師：岐阜関ケ原古戦場記念館
　　　　学芸員　山形　隆司さん
○第２部
　演題：デジタルミュージアムの魅力
　講師：TRC-A

ア デ ア ッ ク
DEAC㈱

　　　　取締役会長　田山　健二さん
【定　員】　先着 60人
【申込期間】
　１月 22日㈯～２月５日㈯
【申込方法】　電話、ファックス、来館
【申込先・問い合わせ】上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999

「デジタルミュージアム
秘蔵の国 伊賀」
公開記念講演会申

◆お店の人が教えてくれる！
目からウロコの得する街のゼミナール
【と　き】　２月１日㈫～ 28日㈪
【ところ】　市内の約 12店舗
【料　金】
　材料費がかかる場合のみ実費。
【定　員】　各店舗により異なります。
　　　　　※先着順
【申込方法】　各店舗へ電話
【申込受付開始日】　１月 15日㈯～
　時間は各店舗の営業開始時間です。
※実施店舗など詳しくは、上野商工会
議所ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】
○伊賀上野まちゼミの会事務局
　（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

第８回　いがうえの
まちゼミ申

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　俳聖殿の屋根は（　　）です。
①柿葺
②板葺
③茅葺
④桧皮葺

（答えは 23ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

※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】　１月 25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

【と　き】　２月３日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀 ５階学習室２
【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

【と　き】　２月 15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】　１月 19日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　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。
【と　き】
　１月 11日㈫　午前 10時～正午
※午前 10時 30分から約 20分間は、
健康体操などのミニイベント。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

【と　き】　１月 24日㈪
　午前 10時～ 11時（受付時間）
【ところ】　本庁舎　４階会議室 401
※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。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

　令和５年４月から依那古・比自岐・
神戸・きじが台地区の児童が通学する
小学校が、依那古小学校の施設を使っ
て、新しく「上野南小学校」として開
校します。
　そこで、新設校にふさわしい校章と
校歌（歌詞）を募集します。
【応募資格】
　個人であれば、どなたでも応募でき
ます。校章または校歌のみの応募もで
きます。
【各　賞】
　校章・校歌
○最優秀賞…各１点（副賞あり）
○優秀賞…各１点（副賞あり）
【応募方法】　所定の応募用紙を下記ま
で郵送または持参。
※制作条件など詳しくは問い合わせい
ただくか、市ホームページをご覧く
ださい。
※作品は、自作未発表のものに限り
ます。

【審　査】　上野南部地区小学校区実施
計画検討協議会で選考し、結果は本人
に通知するほか、市ホームページなど
に掲載します。
【応募期限】　１月 31日㈪　※必着
【応募先・問い合わせ】
　教育総務課
　☎ 22-9644　℻  22-9647

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

いがオレンジカフェ

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン申

離乳食教室申

上野南小学校の校章・
校歌（歌詞）募集

【と　き】　３月４日㈮
【開催形式】　ウェブ（Z

ズ ー ム
oom）

【対象者】
　2023 年春卒業予定の大学生・短大
生・専門学校生、未就職者など
※申込方法、参加企業や日程など、詳
しくは名張商工会議所ホームページ
をご覧ください。

【申込期限】　３月３日㈭
【申込先・問い合わせ】
　名張商工会議所　☎ 63-0080　
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

名張市・伊賀市
合同企業説明会申
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