
※申マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

【と　き】　９月 27 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。

【内容】
○演題：わたしと部落問題
　　　　―部落問題は昔話じゃない―
○講師：（一社）部落解放・人権研究所
　　　　小西　愛里紗さん

【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。

【申込期限】　９月 27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

　伊賀市出身で画家として国際的に活
躍された元

もと

永
なが

定
さだ

正
まさ

さん (1922-2011)
の画業を振り返るとともに、郷里・伊
賀との関係も交えてお話しします。

【と　き】　９月 24 日㈯
　午後１時 30分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】
○演題：漫ちゃん、もーやん、
　MOTONAGA SADAMASA
　―生誕 100年 元永定正展をむかえて
○講師：三重県立美術館　学芸員
　　　　原　舞子さん

【定　員】　先着 50人　※事前予約制
【申込方法】
　氏名と電話番号を下記まで。

【申込受付開始日】
　９月６日㈫　午後１時～

【申込先・問い合わせ】
　三重県立美術館友の会事務局
　「伊賀市美術セミナー」係　
　☎ 059-227-2232
　（火～金曜日　午後１時～４時）
　℻  059-223-0570

　秋の花をご家庭に飾る「寄せ植え」
を作りませんか。

【と　き】　９月 21 日㈬
　午後２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
【料　金】　1,500 円（材料費）
【定　員】
　25人　※応募者多数の場合は抽選

【申込方法】　住所・氏名・年齢・電話
番号を下記まで。

【申込期間】　９月５日㈪～ 15日㈭
【申込先・問い合わせ】
　（公財）伊賀市シルバー人材センター
　☎  24-5800　℻  23-2040

　スポーツ庁の体力・運動能力調査を
実施します。今年の秋は自分の体力・
運動能力を測定してみませんか。

【対象者】　市内在住の 20～ 79歳
【とき・ところ】
○９月 25 日㈰　青山中学校体育館
○ 10 月２日㈰　上野東小学校体育館

【時　間】
○午前の部：午前 10時測定開始
　（受付：午前９時 30分～）
○午後の部：午後２時測定開始
　（受付：午後１時 30分～）

【測定内容】
○ 20 ～ 64 歳：握力、上体起こし、
長座体前屈、反復横とび、20ｍシャ
トルラン、立ち幅とび

○ 65 ～ 79 歳：握力、上体起こし、
長座体前屈、開眼片足立、10ｍ障
害物歩行、６分間歩行

【申込方法】　住所、氏名、性別、年齢、
生年月日、電話番号、参加
日時を明記の上、下記まで。
申込フォームからも申し込
みできます。

【申込期限】　９月 14日㈬　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎  22-9635　℻  22-9694
　 sports@city.iga.lg.jp

　世界の歌や踊りを通して国際交流を
体験してみませんか。
　日本文化、外国文化の体験、紹介コー
ナやスタンプラリー、伊賀の産品が当
たる抽選会もあります。

【と　き】　10 月２日㈰
　午前 10時～午後３時　※雨天中止

【ところ】
　JA とれたて市ひぞっこ前駐車場 　
　（平野西町 1-1）

【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
　☎  070-4455-4900　℻  22-9631

　伊賀の窯元・作家等が一同に集まり、
展示・販売・実演などを行います。

【と　き】
　９月 23 日（金・祝）～ 25 日㈰
　午前９時～午後５時
　（最終日のみ午後４時に終了）

【ところ】
　あやまふれあい公園　すぱーく阿山

【問い合わせ】
　伊賀焼陶器まつり実行委員会
　（伊賀焼伝統産業会館）
　☎／℻  44-1701

第３回おおやまだ人権大学
講座 in ライトピア申

三重県立美術館友の会
美術セミナー申 秋の寄せ植え教室申体力・運動能力調査
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【問い合わせ】　秘書広報課
　☎  22-9636　℻  24-7900　
　 hisho@city.iga.lg.jp

申込フォーム

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
　「障がい者の人権Ⅱ」「同和問題Ⅱ」

【と　き】　９月１日㈭～ 29 日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
　「気づき」

【と　き】　９月５日㈪～ 16 日㈮
【ところ】　島ヶ原支所
　「インターネットと人権Ⅱ」

【と　き】　９月５日㈪～ 16 日㈮
【ところ】　阿山支所
【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
「外国人差別と多文化共生」

【と　き】　９月１日㈭～ 29 日㈭
※開館延長日　13日㈫、20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

◆生涯学習課　人権啓発パネル展
　「2022 伊賀市非核平和推進中学生
　広島派遣事業」「世界人権宣言」

【と　き】　９月５日㈪～ 10 月４日㈫
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階ギャラリー

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

◆いがまち人権パネル展
　「水平社宣言」

【と　き】　９月６日㈫～ 22 日㈭
※開館延長日
　８日㈭、15日㈭、22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◆谷本景の軌跡
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　パリで銅版画を学んだのち実家の三
田窯を継承した谷本景さんが、70年
代から今日に至るまで半世紀にわたっ
て制作した銅版画、墨のドローイン
グ、シルクスクリーン・ペインティン
グ、陶器などの作品を約 50点展示し
ます。

【と　き】
　９月２日㈮～ 10 月 10 日（月・祝）
　午前 10時～午後４時 30分
　（入館は午後４時まで）
※火曜日休館

【ところ】　ミュージアム青山讃頌舎
【料　金】
　一般 300円（高校生以下無料）

【問い合わせ】
　（公財）伊賀市文化都市協会
　青山支所
　☎ 52-1109　℻  52-3698

　部落差別をはじめとするあらゆる差
別の撤廃に向け、人権意識を高め、人
権への理解を深めるための講座を開催
します。

【と　き】　９月 16 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の感染状況に
よって、オンライン配信のみとなる
場合があります。

【内　容】
○テーマ：
　「私のはなし、部落のはなし」（仮題）
○講師：
　映画監督　満若　勇咲さん、
　（公財）反差別・人権研究所みえ
　事務局長　松村　元樹さん

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

ミュージアム青山讃頌舎
夏の特別展

いがまち人権センター
第２回解放講座

　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

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています

　上野天神祭などについて学習した
後、まちなかに移動し、だんじり体験
乗車や鬼行列を見学しませんか。

【と　き】
　10 月 22 日㈯
　午後１時～３時 30分

【ところ】
○ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
○上野新町・上野相生町

【対象者】
　市内の小学生とその保護者 10組
※申込者多数の場合は抽選

【申込方法】
　申込書に必要事項を記入の上、生涯
学習課まで。市ホームページ、電話、
ファックスでも受け付けます。

【申込期間】
　９月９日㈮～ 30日㈮

【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

親子で歩こう！
秋の城下町 2022 申

伊賀市役所 本庁舎

９月のアート情報
本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ギャラリー
○上野スケッチ教室
　「同好会の集い展」
◆１階玄関横
○寄贈作品展示

　絵画
　「物質の解放［Work 2021.10.1］」
　細馬　千佳子さん
○いけばな（伊賀華道協会）
※準備などで展示のない場合があ
ります。
※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。

【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  22-9621　℻  22-9619
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