
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

【と　き】　７月８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

【内　容】
　人権トーク＆ライブ
　「出会い・触れ合い・感じ愛」
　講師：人権バンド　ホライズン

【定　員】
　80人

【申込方法】
　氏名・電話番号を下記まで。

【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

【と　き】
　７月８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
況によって、オンライン配信のみと
なる場合があります。詳しくは下記
まで。

【内　容】
○演題：（仮題）「人種」「民族」に係
　る人権問題を考える
○講師：関西大学非常勤講師
　岡本　工介さん

【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

ライトピア
人権フェスティバル申

いがまち人権センター
第１回解放講座　

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「性の多様性を考える」
　「インターネットと人権Ⅱ」

【と　き】　７月１日㈮～ 28 日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
　「インターネットと人権」

【と　き】　７月４日㈪～ 22 日㈮
【ところ】　
　いがまち保健福祉センターロビー

【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641
◆寺田市民館　じんけんパネル展
「身元調査と部落差別」

【と　き】　７月１日㈮～ 28 日㈭
※開館延長日　12日㈫、19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
　「LGBTとは？さまざまな性について
　考える」

【と　き】　７月５日㈫～ 21 日㈭
※開館延長日
　７日㈭、14日㈭、21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

◆本を読んであなたの思いを伝えま
しょう

【課　題】　自由　
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人

【応募区分】
○第１部　高校生・大学生・一般
○第２部　中学生
○第３部　小学生

【応募規定】
○１人１点　※未発表のもの
○縦書き 400 字詰め原稿用紙を使用
してください。
○原稿枚数は、第１部・第２部は５枚
以内、第３部は小学校３～６年生３
枚以内、１～２年生２枚以内とします。
○句読点はそれぞれ１字に数えます。
○改行のための空白は字数として数え
ます。
○題名は１枚目の欄外へ記入してくだ
さい。
○応募票に住所、氏名、学校名などを
記入の上、原稿に添えて提出してく
ださい。
※応募票は、上野図書館、各図書室に
あるほか、市ホームページからダウ
ンロードできます。
○応募原稿は返却しません。

【各　賞】
　特選・入選の人には、賞状と副賞を
お渡しします。
【応募方法】　郵送または持参
【応募期間】
　９月１日㈭～ 10月２日㈰　※必着

【応募先・問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999
　 ueno-tosho@city.iga.lg.jp

伊賀市読書感想文
コンクール作品募集

「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

◆竹と暮らし
【と　き】　７月16 日㈯～８月 28 日㈰
　午前 10時～午後３時
　（月・火曜日休館）

【ところ】
　大山田郷土資料館　１階図書室

◆竹細工のワークショップ
【と　き】　８月７日㈰
　午後２時～４時

【ところ】
　阿波地区市民センター研修室

【講　師】　日野　昌一さん
【定　員】　先着６人（高校生以上）
【料　金】　2,000 円（材料費）
【申込受付開始日】　７月７日㈭
【申込先】　大山田郷土の広場
　☎ 090-4514-5079（西嶋）

【問い合わせ】
○大山田郷土資料館　☎ 48-0303
○文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

大山田郷土資料館
第３回企画展

「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　℻   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。

イベント・講座

　「夜のフシギなおはなし会」と閉館
した夜の図書館を探険するイベントで
す。普段は入れない書庫に入ることも
できます。スタンプを集めたり、本探
しをしたりして楽しみませんか。

【と　き】　８月２日㈫
　午後６時30 分～（１時間 30 分程度）

【ところ】　上野図書館
【対象者】　小学生以下　※保護者同伴
【定　員】　18組
※申込者多数の場合は抽選

【申込方法】　参加希望者全員の氏名・
年齢・住所・電話番号、夜のとしょか
ん探検参加希望を明記の上、下記まで。
図書館ホームページからも申し込みで
きます。
※感染予防のため、家族単位での申し
込み・参加をお願いします。

【申込期間】　７月５日㈫～ 15日㈮
【申込先・問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　℻  21-8999

【と　き】　８月５日㈮
○午前の部：午前９時 30分～
○午後の部：午後１時 30分～

【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール

【内　容】
○「くだもの電池を作ろう！」
　講師：三重大学産学官連携アドバイザー
　　　　加藤　進さん
○「虫のスーパー繊維について学ぼう！」
　講師：三重大学名誉教授
　　　　久松　眞さん

【対象者】　小学４～６年生
※保護者同伴不可

【料　金】　500 円（材料費・傷害保険料）
【定　員】　各部 20人
※申込者多数の場合は抽選
※申込方法など詳しくは伊賀市文化都
市協会ホームページをご覧ください。

【申込期限】
　７月 20日㈬午後５時　※必着

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　℻  41-1062

夜のとしょかん探検申

ゆめテクノ伊賀こども大学
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【と　き】　８月 10 日㈬
○前期：午後１時 30分～３時
○後期：午前 10時～ 11時 30分

【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】
　母子健康手帳・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】
　７月 14日㈭

【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室申

　人権問題を学ぶため、全国規模の人
権啓発・人材養育の研修会への参加費
用を助成します。

◆部落解放第 66 回全国青年集会
　部落解放第 54 回全国高校生集会
　合同集会

【と　き】　８月 20 日㈯～ 21 日㈰
【ところ】　徳島県徳島市
　（徳島グランヴィリオホテル）

【申込期間】　７月１日㈮～ 20日㈬
◆部落解放研究第 55 回全国集会

【と　き】　11 月 15 日㈫～ 16 日㈬
【ところ】　鳥取県米子市
　（鳥取県立米子産業体育館ほか）

【申込期間】
　９月 15日㈭～ 10月 14日㈮
◆第 73 回全国人権・同和教育研究大会

【と　き】　11 月 26 日㈯～ 27 日㈰
【ところ】　奈良県奈良市ほか
　（なら 100年会館ほか）

【申込期間】
　９月 26日㈪～ 10月 25日㈫
◆第 37 回人権啓発研究集会

【と　き】
　令和５年１月 19 日㈭～ 20 日㈮

【ところ】　埼玉県さいたま市
　（市民会館おおみやほか）

【申込期間】
　11月 18日㈮～ 12月 16日㈮
◆第 43 回全国人権保育研究集会

【と　き】
　令和５年 2 月 4 日㈯～５日㈰

【ところ】　広島県福山市
　（ふくやま芸術文化ホールほか）

【申込期間】　12月５日㈪～ 28日㈬

【対象者】　後日レポートを提出いただ
ける市内在住の人

【定　員】　若干名
※予算の都合上、告知なしで締め切る
場合があります。

【申込方法】　電話で申込状況を確認の
上、人権政策課にある参加申込書に必
要事項を記入の上、持参または郵送
※いずれも必着

【申込先・問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641

人権啓発・人権教育研修会
などに参加しませんか申

◆木津川水系水生生物調査
【と　き】
　９月３日㈯　午後１時～３時

【ところ】　木津川河川敷（依那古）
【定　員】　10人

◆三峰山登山（名張川源流探検）
【と　き】
　９月４日㈰　午前９時～午後 3時

【ところ】　三峰山
【定　員】　15人

【対象者】　小学生以上
※小学生は保護者同伴

【申込期限】
　７月 15日㈮　※必着
※申込多数の場合は抽選
※木津川上流管内河川レンジャーでは、
他にもイベントを企画しています。申
込方法など詳しくは木津川上流河川
事務所ホームページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内河川レンジャー事務局
　（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300

木津川上流管内
河川レンジャー活動
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