
※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】　12月 14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】　11月 10日㈭
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室申

　すべての子ども・若者が、自己肯定
感を育みながら、健やかに成長し、明
るい未来を切り拓いていくため、市教
育委員会と伊賀市青少年育成市民会議
では、家庭や学校、企業、地域、各種
団体などと連携し、子ども・若者の支
援に取り組んでいます。
　子どもの育ちを支える取り組みにご
協力をお願いします。
◆重点的な取り組み
○子どもの体験活動事業
○非行・被害防止のためのパトロール
　など
○青少年に有害な環境をなくす活動
○研修会などの開催
○青少年相談業務
◆青少年相談
　伊賀市青少年セン
ターで、相談（電話・来所）ができます。
※面談（来所）希望の場合は事前に連
　絡してください。
【相談電話番号】　☎ 24-3251
【相談時間】　平日午後１時～６時
※金曜日のみ午後３時まで
※年末年始を除く。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

11 月は「子ども・若者
育成支援強調月間」

　お寄せいただいた義援金は、日
本赤十字社を通じて、支援を必要
とする方々にお届けします。
【義援金箱の設置場所】
○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎  26-3940
　℻  22-9673

義 援 金 受 付 中

イベント・講座

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「高齢者の人権」
　「インターネットと人権Ⅱ」
【と　き】　11 月１日㈫～ 29日㈫
【ところ】　本庁舎　３階
　「子どもの人権 110番」
【と　き】　11月７日㈪～ 22日㈫
【ところ】　本庁舎　１階市民スペース
　「気づき」
【と　き】　11月７日㈪～ 18日㈮
【ところ】
　いがまち保健福祉センター　ロビー
　「障がい者の人権Ⅱ」
【と　き】　11月７日㈪～ 18日㈮
【ところ】　島ヶ原支所
　「部落差別解消推進法」
【と　き】　11月７日㈪～ 18日㈮
【ところ】　阿山支所　１階ロビー

◆寺田市民館　じんけんパネル展
「教科書無償化運動と部落差別」

【と　き】　11 月１日㈫～ 29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

◆いがまち人権パネル展
　「障がい者の人権」
【と　き】　11 月８日㈫～ 24日㈭
※開館延長日
　10日㈭、17日㈭、24日㈭
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641

人権啓発パネル展の案内　令和５年 10月１日から、インボイ
ス制度がはじまります。事業者の皆さ
んが制度の理解を深め、必要な準備を
進めていただくため、説明会と登録申
請会を開催します。※事前申込制
　開催日時など詳しくはお問い合わせ
いただくか、市ホームページをご覧く
ださい。
【問い合わせ】
　上野税務署法人課税部門
　☎  21-0953

消費税のインボイス
制度説明会

　芭蕉翁の遺徳を偲び、月命日に式典、
講演会、菊などの展示を行います。

◆しぐれ忌
【と　き】　11月 12日㈯
○式　典：午前９時 30分～
○講演会：午前 10時 20分～
　　　　　11時 30分
　演題：芭蕉の横顔
　講師：作家　北村　純一さん
【ところ】　萬壽寺（柘植町 7373）
【問い合わせ】
○（公財）芭蕉翁顕彰会
　☎  21-4081　℻  51-6796　
○文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

◆しぐれ忌俳句大会
【と　き】　11月５日㈯
○受付：正午～
○投句締切：午後０時 40分
※投句数は１人２句内
【ところ】
　西柘植地区市民センター
　（旧ふるさと会館いが）　小ホール
【選　者】
　神田ひろみ、石井いさお、伊藤政美、
宮田正和　※敬称略
○講演会
　演題：「芭蕉と楸

しゅう
邨
そん
」

　講師：神田　ひろみさん
【定　員】　100人
【問い合わせ】　伊賀支所
　☎ 45-9111　℻  45-9120

しぐれ忌・
しぐれ忌俳句大会

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　旧上野町の下水道工事は昭
和４年（1929）に完成しましたが、
上水道は（　　）に竣工しました。
①昭和２年
②昭和４年
③昭和７年　
④昭和11年

（答えは 31ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

【と　き】　11 月８日㈫
　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から 20 分間は、
健康体操や脳トレを行います。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

【と　き】　11 月 22日㈫
　午前 10時～ 11時（受付時間）
【ところ】　青山複合施設アオーネ
※過去に受けたことがある人は、６カ
月以上の期間をあけて受けることを
お勧めします。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511
　 houkatsu-shien@city.iga.lg.jp

【と　き】　12 月１日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　℻  059-202-5911

いがオレンジカフェ

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in伊賀申

健康・福祉
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子育て・教育

　地域医療を担う医師にふさわしい優
れた能力・倫理観・責任感を有する志
願者を推薦します。
【要　件】
　次の要件をすべて満たす人
○三重大学の各推薦枠共通要件を満た
　すこと
○現に扶養する扶養義務者が市内に３
　年以上居住していること
○学校長の推薦を受けること
○卒業後、地域医療に携わる確約がで
　きること
【選考方法】　面接
【面接日】
　11月 29日㈫
【申込方法】
　学校を通じて申し込み
【申込期間】
　11月１日㈫～ 15日㈫　※必着
※提出書類など詳しくはお問い合わせ
いただくか、市ホームページ・三重大
学学校推薦型選抜学生募集要項をご覧
ください。
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

【と　き】　12月３日㈯
○午前９時 30分～ 10時 30分
○午前 11時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験・沐

もく
浴
よく
体験・妊婦相談・育

児相談など
【持ち物】　母子手帳
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【定　員】
　各回先着８組
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　11月 10日㈭
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

三重大学医学部医学科
学校推薦型選抜地域枠
Bの市長推薦

【と　き】　11月 22日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　名張市役所　会議室 201
　（名張市鴻之台 1-1）
【料　金】　200 円（認知症の人は無
料。家族の会会員は 100円）
※認知症の人が参加する場合は、事前
に連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　東部サテライト
　☎ 45-1016　℻  45-1055

【と　き】　11月 14日㈪
　11月 14日㈪は「世界糖尿病デー」
です。この日に合わせて伊賀上野城を
ブルーにライトアップします。
　糖尿病は、早期発見が重要です。
また、糖尿病予防で一番大切なのは食
生活の改善です。この機会に食事、間
食、飲酒などの食生活を見直してみま
しょう。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

世界糖尿病デー

ウェルカムベビー教室申

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい
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