
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

【と　き】　４月 19日㈫・20日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法

○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児所があります。必要な人は、申
し込み時にお申し出ください。

【対象者】
　看護師免許を取得している人
※令和５年３月末までに看護師免許取
得予定の人も参加できます。

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話
番号を下記まで。
【申込期限】　４月 15日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

【と　き】　４月 19日㈫
　午前８時 30分～午後５時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　３階上野商工会議所ホール
【内　容】
○第１部：式典
○第２部：教育セミナー
～接客マナーの基本・電話応対の基
礎知識・食事マナー～

【対象者】　新規就職者
【料　金】　6,000 円
　（昼食代・テキスト代を含む）
※上野商工会議所・伊賀市商工会・電
信電話ユーザー協会のいずれかの会
員は 3,000 円

【講　師】　㈲成旺　中村　麗香さん
【申込方法】
　電話・ファックス・持参
※申込書は上野商工会議所ホームペー
ジからダウンロードしてください。

【申込期限】　３月 25日㈮
【申込先・お問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527　℻  24-3857

　伊賀市ゆかりの
作家・横光利一の
人と文学を偲ぶ催
しです。横光利一
は中学時代を伊賀
の第三中学校（現
県立上野高等学
校）で過ごし、こ
の頃の経験をもとに「雪解」を執筆し
ました。今回は音楽をテーマに横光作
品の魅力に迫ります。
【と　き】　３月 19日㈯
　午後１時 30分～４時
　（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
【テーマ】
　横光利一　作品の魅力と音楽
【内　容】
○講演：月と明笛～横光利一「雪解」
　の光景～
　講師：梅花女子大学准教授
　重松　恵美さん
○作中の曲を歌う：「遠足唱歌」「ドナ
ウ河の漣」など
　出演：前出　昌一郎さん、
　　　　杉本　久美さん
○展示：大型絵巻「雪解」から
　制作：絵手紙グループいろは
　詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

　JR 関西本線沿線の魅力を知ってい
ただく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
利用してご参加ください。
【と　き】　４月３日㈰
　午前 10時 30分～午後１時ごろ
　※荒天中止
【集合場所】　JR伊賀上野駅前
　（集合　午前 10時 20分）
【コース】　伊賀の街なかの史跡や桜の
名所を、いがうえの語り部の会の説明
を受けながら巡ります。
JR 伊賀上野駅＜集合＞→桜並木通り
→だんじり会館（入館あり）→芭蕉翁
生家（入館あり）→上野天神宮→鎌田
製菓店→伊賀上野城（入館なし）→俳
聖殿＜解散＞
※距離約６㎞
※小学生以下は保護者同伴
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　電話
【申込期限】　３月 31日㈭　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527
【問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9694ナースのための
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【と　き】　４月１日㈮
　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　４階会議室 405
【内　容】　地価・地代・家賃・土地利
用についての相談を受け付けます。
　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

土地無料相談会

　回答方法など詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
　 koho@city.iga.lg.jp

「広報いが」について
あなたの声を聞かせて
ください

読者アンケートに
ご協力ください

「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　FAX   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。

◆花を愛でる　穐月明の花と収集花器
　水墨画家の穐月明は、素朴な花を愛
し、花の美しさをありのまま描くこと
を得意としました。その表現は秀逸で、
描かれた花々は本物以上の美しさを感
じさせます。今回の展覧会ではさまざ
まな花を器に生けた作品と収集された
器を展示します。
【と　き】　３月 18日㈮～４月３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
※ギャラリートーク・茶会も開催しま
す。詳しくは市ホームぺージまたは
チラシをご覧ください。

【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

　三重県行政書士会伊賀支部では、伊
賀市・名張市にお住まいの人を対象に
「マイナンバーカード代理申請無料手
続相談会」を開催します。お困りの皆
さんに代わって、相談員が代理で申請
します。（カードの受け取りは本人に
なります。）お気軽にご相談、お問い
合わせください。
【とき・ところ】
○３月４日㈮　午前 10時～午後４時
　ハイトピア伊賀　3階
　上野商工会議所応接会議室
○３月５日㈯　午前 10時～午後４時
　名張市武道交流館いきいき
　会議室 2
【持ち物】
○個人番号カード交付申請書（QR
コード付き）
○本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト、健康保険証など）
※写真はその場で撮影できます。
【問い合わせ】
　三重県行政書士会伊賀支部
　マイナンバーカード代理申請支援事業
　☎ 51-9805　℻  059-993-0930
　 miraigyousei@gmail.com

【と　き】
　３月 17日㈭～ 21日（月・祝）
　午前 10時～午後６時
※最終日 21日（月・祝）は午後４時まで。
【ところ】　伊賀市文化会館
【展示作品】
　「絵画」「彫塑工芸」「写真」「書」の
４部門で、入賞または入選した作品・
無鑑査の作品

◆表彰式
【と　き】　３月 21日（月・祝）
　　　　　午後２時～
【ところ】　伊賀市文化会館
　　　　　さまざまホール
◆作品講評会
　審査員による作品講評会を行いま
す。どなたでも参加できます。
【と　き】　３月 21日（月・祝）
　　　　　午後４時～
【ところ】　伊賀市文化会館
　　　　　各展示会場
※会期中は、審査員による上位入賞作
品の講評映像を会場内で放映します。
※新型コロナウイルス感染症の感染状
況によって、内容を変更する場合が
あります。

【問い合わせ】
○文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
　 bunka@city.iga.lg.jp 
○（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511　℻  22-0512

ミュージアム青山讃頌舎
春の通常展

マイナンバーカード
代理申請無料手続相談会

第 17回伊賀市民美術
展覧会（市展「いが」）

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「福島差別」「外国人の人権」
【と　き】　３月１日㈫～ 30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
「水平社宣言」

【と　き】　３月１日㈫～ 30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
「人権センターの活動紹介～部落差
別と向き合う～」

【と　き】　３月８日㈫～ 31日㈭
※開館延長日　３月10日㈭、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

イベント・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

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

【問い合わせ】
　ゆめドームうえの　☎  22-0590

「ゆめドームうえの」
施設ご利用案内（４～８月）
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