
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　樹木に関する基礎知識や道具の取り
扱い方法など実習を通じて技術を習得
します。
【と　き】　２月 26日㈯
　午前９時～午後４時
※雨天の場合　３月５日㈯
【ところ】
○受付・講義：伊賀市シルバーワーク
プラザ　2階

○実習場所：伊賀白鳳高等学校
【対象者】　市内在住の 55歳以上の人
【定　員】　20人
※申込多数の場合は抽選
【申込期間】　２月４日㈮～ 10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

◆大山田の風景と暮らし
　―西秀樹さんの写真展―
　大山田の自然と、自然に働きかけて
恵みを得てきた人々の暮らしが作る美
しい風景。
　地元のアマチュアカメラマンが写し
たその魅力を、あなたも再発見してみ
ませんか。
【と　き】　２月26日㈯～３月31日㈭
　午前 10時～午後３時　
※月・火曜日を除く。
【ところ】
　大山田郷土資料館　２階展示室
【ギャラリートーク】
○第１回：３月６日㈰
　　　　　①午後１時 30分
　　　　　②午後２時 15分
○第２回：３月 19日㈯
　　　　　①午前 10時 30分
　　　　　②午前 11時 15分
【問い合わせ】
○大山田郷土資料館　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

剪定講習会申

大山田郷土資料館
第２回企画展

　「ふるさと梅園」の梅の開花に合わ
せ、人と人とのつながりを深め、人権
文化を広げるために開催します。
【と　き】
　２月 25日㈮　午後７時（予定）
【ところ】　ライトピアおおやまだ
【内　容】
○歌謡ショー　林田　麻友子さん　　
○落語　露の新治さん

【問い合わせ】　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162

ライトピアおおやまだ
「梅まつり」

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「同和問題」
　「LGBT（性的マイノリティ）の人権」
【と　き】
　２月 1日㈫～ 25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
「コロナ差別と人権」

【と　き】
　２月１日㈫～ 25日㈮
※開館延長日　８日㈫、15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
「2021 年度部落差別撤廃のための
人権センターの活動紹介」

【と　き】
　２月 14日㈪～３月 31日㈭
※開館延長日　２月17日㈭、24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

人権啓発パネル展

　二重になった不思議なポーチを作り
ませんか。
【と　き】　３月３日㈭
　午後１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】　10人
※申込多数の場合は抽選
【講　師】　シルバー　すみれ会
【料　金】　500円（材料費）
【持ち物】　簡単な裁縫セット
【申込期間】　２月７日㈪～ 18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

手芸教室申

　市民活動に興味のある人、活動を始
めたいと考えている人を対象に、基本
的な知識を学ぶ講座を開講します。
※NPO法人に関する窓口は三重県ダ
イバーシティ社会推進課です。

【と　き】　３月５日㈯
　午後１時 30分～２時 45分
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　１階会議室 1
【定　員】　10人程度
【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。
【申込期限】　３月３日㈭
【申込先・問い合わせ】
　市民活動支援センター
　（ゆめぽりすセンター内）
　☎ 22-1511　℻  22-0317　
　 igasksc@ict.ne.jp

はじめてのNPO・
市民活動講座申

２次元コードから詳しい情報が見られます。

イベント・講座

【と　き】　２月 25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感染症の拡大状
況により、オンライン配信のみとな
る場合があります。

【内　容】
○演題：（仮題）部落差別解消推進法
　　　　の理念を踏まえた隣保館の在
　　　　り方
○講師：静岡大学人文社会学部
　　　　准教授　山本　崇記さん
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

　阿保地区の歴史的街並みで行う街道
まつりです。
【と　き】　３月６日㈰
　午前９時～午後０時 30分
【ところ】　青山ホール前広場
【問い合わせ】
　阿保地区住民自治協議会
　☎ 52-2000　℻  52-2011

いがまち人権センター
第４回解放講座

初瀬街道まつり

【と　き】
○３月５日㈯
　午前 10時～午後５時
○３月６日㈰
　午前９時 30分～午後４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室、学習室１・２、
　ギャラリー
【内　容】
○展示部門：絵画・書・伊勢型紙・切手・
盆栽・生け花・陶芸・絵手紙など
○舞台部門：詩吟・民謡・マジック・
演劇・大正琴・ダンス・合唱・尺八・
オカリナなど

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

サークルまつり

　子どもたちがスポーツをする上で、
基本となる食事やからだ作り、疲労回
復のための食事など、目的に応じた食
事方法を学びます。
【と　き】　２月 20日㈰　
　午後１時 30分～３時
【ところ】　大山田公民館
【講　師】
　鈴鹿大学短期大学部
　スポーツ栄養サポート研究会
　G
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【定　員】　20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】
　２月７日㈪　午前９時～
【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

スポーツと食事申

　上野本町通り周辺の町家や商店など
では新旧さまざまなひな人形を、赤井
家住宅ではガラスで作られたひな人形
を展示します。
　協賛店舗では、おひなさんにちなん
だ期間限定ランチやお菓子などを販売
します。伊賀焼でおひなさんのプレー
トを作る体験メニューも用意してい
ます。
　今年は I
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nstagram を利用したフォ
トキャンペーンを行います。「＃伊賀
上野城下町のおひなさん」のハッシュ
タグをつけておひなさんにちなんだ画
像を投稿すると、景品が当たる抽選会
に参加できます。たくさんの投稿お待
ちしています。
【と　き】
　２月４日㈮～３月３日㈭
　午前 10時～午後４時
（会場によって異なる場合があります。）
【ところ】
　上野本町通り周辺
※詳しくは、本庁舎玄関・各支所振興
課・観光案内所にあるリーフレット
をご覧ください。

【問い合わせ】
○伊賀上野・城下町のおひなさん
　実行委員会事務局（観光戦略課内）
　※平日のみ
　☎ 22-9670　℻  22-9695
○（一社）伊賀上野観光協会
　※土・日曜日、祝日のみ
　☎ 26-7788　℻  26-7799

伊賀上野・城下町の
おひなさん

　遺産相続の悩み、遺言書の書き方、
司法書士の紹介など、相続・遺言に関
する問題を相談しませんか。
【と　き】
　２月 20日㈰　午後１時～４時
【相談ダイヤル】
　☎ 0120-13-4442
※予約不要、相談料・相談にかかる通
話料は無料。

【問い合わせ】　三重県司法書士会
　☎ 059-224-5171
　 mie-shihou.jp

相続・遺言に関する
司法書士電話相談会

　伊賀市社会福祉協議会職員、不動産
店員（三重県あんしん賃貸住宅協力
店）、県・市職員が市内での住まい探
しの相談に応じます。また、賃貸住宅
を管理する家主などからの相談にも応
じます。
【と　き】　２月 25日㈮
　午後１時～４時
【ところ】
　本庁舎　２階会議室 202・203
【対象者】
　高齢者・障がいのある人・外国人・
子育て世帯・所得の少ない人
【申込方法】
　氏名、連絡先を下記まで。
【申込期限】　２月 22日㈫
※ポルトガル語・スペイン語の通訳が
必要な人は２月 17日㈭までに申し
込んでください。

【申込先・問い合わせ】
○住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736
○（福）伊賀市社会福祉協議会
　☎ 22-0084
○三重県県土整備部住宅政策課
　☎ 059-224-2720

賃貸住宅相談会申
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