
※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】
　１月７日㈯　午前 10時～正午

【ところ】　伊賀市文化会館　
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため規模を縮小して実施します。見
学はご遠慮ください。

【問い合わせ】　消防総務課
　☎ 24-9100　℻  24-9111

伊賀市消防出初式

【とき・内容】　※全５回連続講座
○１月 14 日㈯
　「語り部概要」「実地案内の概要」
○ 1 月 21 日㈯
　「伊賀忍者とは」
○ 2 月 4 日㈯
　「芭蕉さんとふるさと伊賀」
○ 2 月 18 日㈯
　「現地研修　まちなか散策」
○ 3 月 4 日㈯
　「現地研修　伊賀上野城・旧崇広堂 他」
　いずれも午前９時 30分～正午

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【講　師】　いがうえの語り部の会会員、
伊賀流忍者博物館学芸員、芭蕉翁記念
館学芸員

【対象者】
　伊賀地域に在住または在勤している
人で、ボランティアガイドとして活動
する意欲のある人

【料　金】　※全５回分
　1,500 円（実地研修施設入館料、
資料代）

【申込方法】
　郵送、ファックス、申込
フォーム

【申込期限】　12月 23日㈮
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 122-4　
　カルチャーボランティアガイド
　いがうえの語り部の会事務局
　（伊賀上野観光協会内）
　℻  26-7799
　いがうえの語り部の会代表者
　☎  090-9264-1360

いがうえのボランティア
ガイド養成講座申

申込フォーム

◆おうちで食べる豚肉の竜田揚げ弁当
　「料理に挑戦してみよう」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】　１月 14 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】
　豚肉の竜田揚げ、レンジで作る醤

しょう
油

おこわ、たまご焼き、鮭の焼きびたし、
かぼちゃの甘辛煮
※作った料理は持ち帰ります。
※メニューは変更することがあります。

【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】　12月５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

おとこの料理教室申

【と　き】　１月 17 日㈫
　　　　　午後１時 30分～３時
　　　　　（開場：午後１時）

【内　容】
○演題：2020 年度市民意識調査結果
　　　　から
○講師：人権政策課職員

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【対象者】
　市内在住・在勤の 18歳以上の人
※ヒアリングループを設置します。車
椅子での聴講もできます。

【定　員】　先着 10人
※年間講座登録者は別途案内

【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

　伊賀文学振興会が「連句ってどんな
もの？」「連句をやってみたい」とい
う人を対象に開催します。実際に楽し
く連句（前の句に句を付ける「付句」）
をしてみましょう。

【と　き】　１月 22 日㈰
　　　　　午後１時30分～３時15分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１

【定　員】　先着 24人
【持ち物】　筆記用具
【申込方法】　電話
【申込期間】
　12月８日㈭～１月 10日㈫
　午前９時～午後４時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。

【申込先・問い合わせ】　文化振興課
　☎ 41-0400　℻  22-9694

第６回悠々セミナー申

初めての連句（実践版）申

防災・情報アプリ
H
ハ ザ ー ド ン

AZARDONで配信中！

【問い合わせ】
　防災危機対策局
　☎ 22-9640
　℻  24-0444
　 kikikanri@city.iga.lg.jp

○災害緊急情報
○気象情報
○地震情報
○土砂災害情報
○火災情報
○行政情報
○自治協議会・自治会からのお知らせ

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

facebook

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】　12 月６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：「差別問題理解の基礎基本」
　　　　―部落差別解消推進法に学ぶ―
○講師：近畿大学名誉教授
　　　　奥田　均さん

【定　員】　80人
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。

【申込期限】　12月６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

　新春恒例の干
え
支
と
展を開催します。皆

さんから寄せられた絵馬のほか、過去
に展示した卯年の絵馬、各サークルの
干支にちなんだ作品を展示します。ま
た、子どもの部としてうさぎの絵を展
示します。

【と　き】　１月４日㈬～７日㈯
　午前 10時～午後４時
※期間中、毎日先着 10人にミニ絵馬
をプレゼントします。
※子どもの部は２月３日㈮まで展示し
ます。

【ところ】
　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室・ギャラリー

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

第５回おおやまだ人権大学
講座 in ライトピア申

卯の春展

【と　き】　12 月４日㈰・11 日㈰
　午前 10時～午後４時

【専用ダイヤル】
　☎ 059-224-3180
※相談日当日のみの専用ダイヤルです。
※相談は無料ですが、通話料がかかり
ます。
※相談は 30分程度を限度にお伺いし
ます。

【対応者】　弁護士（三重県弁護士会）
または司法書士（三重県司法書士会）

【問い合わせ】
　三重県多重債務者対策協議会事務局
　☎ 059-224-2400

借金のお悩み電話相談

　マイナポイントの対
象となるマイナンバー
カードの申請期限は 12
月末までです。
　出張窓口では、お買
い物のついでにマイナンバーカードの
申請ができ、顔写真撮影も無料です。
本人確認書類だけでなく健康保険証と
しても利用できる便利なマイナンバー
カードの申請を、この機会に検討して
みませんか。

【と　き】　12 月 17 日㈯・18 日㈰
　午前 11 時～午後５時

【ところ】　イオン伊賀上野店
　１階特設会場（上野茅町 2519）

【持ち物】　不要
【問い合わせ】　住民課
　☎  22-9645　℻  22-9643

【と　き】　1 月 1 日（日・祝）　
○受　付：午前７時 45分～
○開会式：午前８時 15分～
○スタート：午前８時 30分～
※荒天中止

【ところ】
　伊賀の国大山田温泉さるびの
　こころの丘

【内　容】
○マラソン：5km、3.5km
○ウォーキング：2km
※いずれも記録計測は行いません。

【参加料】　800円
【募集人数】
　先着 600人

【申込方法】
　阿波・布引・山田の各地区市民セン
ターにある申込兼払込用紙に必要事項
を記入の上、最寄りの郵便局で払い込
み、または参加料を添えて持参

【申込期限】　12月 19日㈪
【申込先・問い合わせ】
○阿波地区市民センター
　☎／℻  48-0009
○布引地区市民センター
　☎／℻  47-0928
○山田地区市民センター
　☎／℻  47-1777

マイナンバーカード
出張申請サポート

第 47 回おおやまだ
元日マラソン申

【掲載料】
　１枠（縦５㎝×横９㎝）：２万円
【申込期限】
　発行日2カ月前
【問い合わせ】
　秘書広報課
　☎ 22-9636
　℻  24-7900

「広報いが」広告募集中

伊賀市役所 本庁舎

12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
○拝啓芭蕉さんを育てる会
　絵手紙展
◆１階玄関横
○伊賀市寄贈作品展示
　陶芸
　「殻層」
　喜多 浩介さん
　陶芸
　「刻まれた沈黙」
　山本由紀子さん
○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

【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

2022.1229 2022.12 28
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