
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

【と　き】　８月 23 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
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって、受講方法が変更になる場合
があります。詳しくは下記まで。

【内　容】
○演題：かけはし～ハンセン病回復者
　との出会いから～
○講師：三重テレビ放送㈱　報道制作
　局長　小川　秀幸さん

【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。

【申込期限】　８月 23日㈫
【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

　県指定有形文化財（建造物）春日神
社拝殿の保存修理について説明を行
い、その後工事現場の見学を行います。

【と　き】　８月 27 日㈯
　午後１時 30分～
　（受付：午後１時～）

【ところ】　春日神社（川東 613）
【説　明】
○文化財課　福島　伸孝
○工事担当者

【定　員】　30人程度
【申込方法】　電話
【申込期間】
　８月８日㈪～ 19日㈮

【申込先・問い合わせ】　文化財課
　☎  22-9678　℻  22-9667

◆手づくりおはぎと秋の彩り弁当
　「料理に挑戦したい」という男性を
対象に料理教室を開催します。大切な
人と笑顔で過ごすため、簡単で美味し
い料理に挑戦してみませんか。

【と　き】　９月３日㈯
　午前 10時～午後１時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室

【メニュー】
　枝豆とコーンのご飯、秋ナスとシシ
トウのみそ焼き、とうもろこしの揚げ
物、小さなハンバーグ、おはぎ
※作った料理は持ち帰ります。

【講　師】　松永　啓子さん
【持ち物】　
　米１合・エプロン・三角巾・マスク

【対象者】
　市内在住の料理初心者の男性

【料　金】　500円
【定　員】　先着６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】　８月８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】　８月 31 日㈬
　午後２時～４時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室

【内　容】
○SDGs基礎（初めての方もお気軽に）
○ SDGs ３側面とパートナーシップ
○SDGsカード体験（グループワーク）

【講　師】　米山　哲司さん
【定　員】　先着 32人
【申込方法】　氏名・連絡先を下記まで。
【申込期限】　８月 22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

第２回おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア申

春日神社拝殿保存修理
現場見学会申

おとこの料理教室申

SDGs の考え方・
活かし方講座申

【と　き】　９月 10 日㈯
　午前９時～午後５時

【ところ】　消防本部
【講習内容】
　心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新
生児対象）、大出血時の止血法、傷病
者管理法、搬送法

【対象者】
　市内在住、在勤または在学の 15歳
以上の人

【定　員】　15人程度
【申込方法】　電話
【申込期間】　８月１日㈪～ 31日㈬
【申込先・問い合わせ】
　伊賀消防署　管理課
　☎ 24-9120　℻  24-9111　

上級救命講習会申

【と　き】
　９月 10 日㈯　午後６時～

【ところ】
　伊賀上野城本丸広場　特設舞台
　※雨天の場合、伊賀市文化会館

【演　目】
○喜多流　能　「杜若」（かきつばた）
　長田　郷さんほか
○和泉流　狂言　「雷」（かみなり）
○仕舞・狂言小舞（数番）

【料　金】　1席 1,000 円
（中学生以下先着 40席無料）

【定　員】
　250席

【購入方法】
　市ホームペー
ジ、チラシをご
覧ください。購
入に関するお問
い合わせは（公財）
伊賀市文化都市
協会まで。
※最新の情報は市ホームページをご覧
ください。

【問い合わせ】
○文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
○（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511　℻  22-0512

第 39 回上野城薪能

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続きや、
気になることなど、気軽に
お問い合わせください。

子育て何でも問い合わせ窓口

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

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「平和を求めて」「原爆と人間」

【と　き】　８月１日㈪～ 30 日㈫
【ところ】　本庁舎　1 階・3 階
　「原爆と人間」

【と　き】　8 月 1 日㈪～ 15 日㈪
【ところ】
○銀座の館 ギャラリー
○いがまち保健福祉センター　ロビー
○島ヶ原支所　
○阿山支所　１階ホール
○山田地区市民センター
○布引地区市民センター
○阿波地区市民センター
○青山支所　１階ホール

【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
「原爆展」

【と　き】　８月１日㈪～ 30 日㈫
※開館延長日　９日㈫、23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
　「原爆と人間」

【と　き】　８月３日㈬～ 19 日㈮
※開館延長日　４日㈭、18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

　三重県司法書士会では、相続登記に
関する相談や、遺言作成などの円滑な
相続を行うための準備に関する相談な
どについて、無料電話相談会を開催し
ます。

【と　き】　８月７日㈰
　午前 10時～午後４時

【相談先】　☎  0120-33-9279
　　　　　（フリーダイヤル）

【問い合わせ】　三重県司法書士会事務局
　☎ 059-224-5171

全国一斉「相続・遺言」
電話相談会

　児童扶養手当、特別児童扶養手当を
受給している人は、引き続き手当を受
ける要件を満たしているか確認するた
め、毎年現況届、所得状況届の提出が
必要です。
　８月上旬に届く通知をご確認くだ
さい。
◆児童扶養手当現況届
　提出時に内容の確認などを行います
ので、必ず受給者本人がこども未来課
または各支所で手続きをしてください。

【提出期間】　８月１日㈪～ 31日㈬
※土・日曜日、祝日を除く。
※提出がない場合は、11月分以降の
手当が受けられません。

◆特別児童扶養手当所得状況届
　こども未来課または各支所で手続き
をしてください。

【提出期間】
　８月 12日㈮～９月 12日㈪
※土・日曜日を除く。
※提出がない場合は、８月分以降の手
当が受けられません。
※いずれも子育て包括支援センター
（ハイトピア伊賀）では受け付けで
きません。

【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の現況届

　幼稚園への入園をお考えの人に、園
の特色や教育方針、園での１日の生活
などを説明します。

◆桃青の丘幼稚園
　（上野丸之内 177-1）
　９月 10 日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
　（受付：午前９時 30分～）
※託児を希望する場合は、８月 22日
㈪～ 31日㈬に電話で申し込んでく
ださい。
　☎ 26-5770

◆白鳳幼稚園（上野伊予町 1067-1）
　８月 27 日㈯
　午前 10時 30分～ 11時 30分
　（受付：午前 10時～）
※参加を希望する場合は、８月 16日
㈫～ 26日㈮に電話で申し込んでく
ださい。
　☎ 21-0091

◆認定こども園青山よさみ幼稚園
　（幼稚園部分）（柏尾 1397-14）
　８月 27 日㈯
　午前 10時 00分～ 11時 00分
　（受付：午前９時 45分～）
※託児を希望する場合は、８月 18日
㈭～ 23日㈫に電話で申し込んでく
ださい。
　☎ 52-0433

【問い合わせ】　保育幼稚園課
　☎ 22-9655　℻  22-9646

幼稚園入園説明会

　学校でのいじめや家庭内での児童虐
待など子どもをめぐるさまざまな人権
問題の解決を図るため、全国一斉「子
どもの人権１１０番」強化週間を実施
します。

【と　き】
　８月 26 日㈮～９月１日㈭
　平日：午前８時 30分～午後７時
　土・日曜日：午前 10時～午後５時

【相談先】　☎  0120-007-110
　　　　　（フリーダイヤル）

【問い合わせ】
○津地方法務局人権擁護課
　☎  059-228-4193
　℻  059-213-3319
○人権政策課
　☎  22-9683　℻  22-9641

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

【問い合わせ】　防災危機対策局
　☎ 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」
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