
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　外国人住民とのコミュニケーション
の取り方や、サポートの方法について
学んでみませんか。
　日本語を学びたい外国人住民や、外
国につながりのある児童・生徒に学習
支援をするなど、外国語ができなくて
も日本語で交流を持つことができます。
　このような活動に関心がある市民向
けの日本語ボランティア入門講座を開
催します。講座では、日本語での学習
支援やボランティアの心得などを学び
ます。
　また、講座受講後、実際に活動して
いる様子を見学することもできます。
【と　き】　６月 25日㈯
　午前 10時～正午
【ところ】
　伊賀市総合福祉会館　２階活動室２
【講　師】　NPO法人伊賀の伝丸
　代表理事　和田　京子さん　ほか
【対象者】
　外国人住民と交流したり、サポート
したい人、地域の日本語ボランティア
を行っている人、日本語ボランティア
に興味のある人
【定　員】　15 人程度
【申込方法】　電話・ファックス・来庁
【申込期限】　６月 21日㈫
【申込先・問い合わせ】　多文化共生課
　☎ 22-9702　℻  22-9641　

　地域防災の担い手となる女性防災
リーダーの育成のため開講します。
【とき・内容】
○第 1回：8 月 5日㈮
　「過去の大規模災害の事例から学ぼう」
　講師：フレンテみえ職員
○第 2回：10 月 14日㈮
　「男女共同参画の視点で防災・減災
　を考える」
　講師：（一社）GEN・J代表理事
　　　　田端　八重子さん
○第 3回：12 月２日㈮
　「グループワーク」
　講師：フレンテみえ職員
○第 4回：２月３日㈮
　「H

ハ グ

UGゲームにチャレンジ」
　講師：防災危機対策局職員
※いずれも午後７時～
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20人程度
【申込方法】
　住所・氏名・生年月日・電話番号・メー
ルアドレスを記入の上、下記まで。
【申込期限】　８月３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

【と　き】
○第１回：８月 26日㈮
「部落問題の現状と人権教育・啓発
の課題―部落問題をどう語り、伝え
るのか―」
講師：（一社）ひょうご部落解放・人権
　　　研究所　所長
　　　石元　清英さん

○第２回：９月 16日㈮
「今こそ問われる　“ハンセン病”の
教訓　～コロナ禍で考える差別～」
講師：三重テレビ放送　報道制作局長
　　　小川　秀幸さん

○第３回：10 月 14日㈮
「子どもの人権」
講師：NPO 法人　津子ども NPO
　　　センター　田部　眞樹子さん

○第４回：11 月 15日㈫
「部落差別解消推進法を学ぶ」
講師：近畿大学人権問題研究所
　　　特任教授　奥田　均さん

○第５回：12 月 16日㈮
「好感・共感・親近感が人権力を育む
～全国水平社 100 周年、同和問題
の解決をめざして～」
講師：関西外国語大学　教授
　　　明石　一朗さん

※いずれも午後６時 30 分～（90 分
程度）

※第５回のみ午後７時～
【ところ】
　本庁舎　５階会議室 501
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　40人
※すべて受講した人に修了証をお渡し
します。やむをえず欠席した場合は、
１回に限り、市指定の人権講演会な
どを受講することで修了とみなし
ます。

※過去に修了した人は受講できません。
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
受講者には 8月上旬に案内を郵送し
ます。
【申込期限】
　７月 15日㈮
【申込先・問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

日本語ボランティア
入門講座申

女性防災リーダー
養成連続講座申

2022 部落解放・
人権大学講座申

○ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読める
○読みやすいUDフォントで表示し、サイズも調整できる
○動画や写真も楽しめる
○10言語で読める・聞ける（音声読み上げ対応※）
※【音声読み上げ】ブラウザによっては対応していない場合があるため、
　専用ビューア「Catalog Pocket（カタポケ）」《無料》をご利用ください。

【問い合わせ】　秘書広報課
☎  22-9636　℻  24-7900　 hisho@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　本公演は、宝
くじの社会貢献
広報事業として、
助成金を受けて
開催します。
　クラシック・バレエの傑作「白鳥の
湖」（全２幕）を公演します。キーウ・
クラシック・バレエ団による本場ウク
ライナの伝統ある本物のバレエ芸術を
鑑賞しませんか。

【と　き】　８月 27日㈯　午後４時～
　（開場：午後３時 15分～）
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【料　金】※全席指定
○前売：一般 2,000 円
　　　　S

さ ま ざ ま

aMaZaMa C
クラブ

lub 会員1,800 円
　　　　高校生以下 1,000 円
○当日：一般・会員とも 2,000 円
　　　　高校生以下 1,000 円
【発売日】
○会員先行予約：６月11日㈯・12日㈰
○一般発売日：６月 25日㈯～

◆チケット購入者限定
　バックステージツアー
【と　き】　８月 27日㈯
【内　容】
　舞台仕込みとリハーサルの見学
【申込受付開始日】
　７月 10日㈰　午前 10時～
【申込先】　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511
【問い合わせ】
　伊賀市文化会館　☎ 24-7015

　モロッコ王国の人々や風景を撮影し
た写真を展示します。
【と　き】　７月８日㈮　正午～
　19日㈫　午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　5階展示ギャラリー
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
　☎  070-4455-4900　℻  22-9631

【とき・ところ】
①７月９日㈯　三重県四日市庁舎
②８月 11日㈭　三重県庁講堂棟講堂
③９月１日㈭　三重県津庁舎
※いずれも午前９時 30分～午後５時
【申込期限】
①６月 29日㈬　②８月１日㈪
③８月 22日㈪
【受験料】※１つの免許につき
○初心者　5,200 円　　
○免許取得者　3,900 円
【試験科目】
　知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】　狩猟免許申請書・受験票・
写真・医師の診断書等・住民票抄本
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀農林事務所　森林・林業室
　☎  24-8142　℻  24-8112

【と　き】　６月 23日㈭　午後２時～
　30日㈭　午後３時
【内　容】
○第１部
　演題：三重県信用保証協会と創業支
　　　　援制度についての案内
　講師：三重県信用保証協会
　　　　企業支援部創業支援課
　　　　西岡　美会さん
○第２部
　演題：見逃してはならない、ポスト
　　　　コロナを見据えた「補助金・
　　　　助成金」
　講師：（公財）三重県産業支援センター
　　　　三重県よろず支援拠点
　　　　コーディネーター
　　　　中野　昭彦さん
【対象者】　伊賀地域内の中小事業者、
創業・起業をめざす人
【申込方法】　ゆめテクノ伊
賀ホームページから申し込
んでください。
【申込期限】　６月 21日㈫　午後３時
【問い合わせ】
○ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
○商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

キーウ・クラシック・
バレエ「白鳥の湖」世界とつながる写真展

狩猟免許試験申

第11回 IGA 地域情報交流
カフェ（オンライン）申

　防火管理者の資格を習得する講習会
です。
【と　き】
○第１回　６月 23日㈭・24日㈮
○第２回　６月 29日㈬・30日㈭
　いずれも午前９時～午後４時
【ところ】　消防本部　３階研修室
【料　金】　テキスト代 4,000 円
※伊賀市防火協会員は 2,000 円
【定　員】　いずれも先着 30人
【申込方法】　対象者に該当するかをお
問い合せの上、写真１枚（横３cm×
縦４cm）・テキスト代を下記まで持参
【申込期間】
○市内在住・在勤の人
　６月 13日㈪～ 17日㈮
○それ以外の人
　６月 15日㈬～ 17日㈮
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

甲種防火管理
新規講習会申

【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」

　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻   24-7900
　　 hisho@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
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