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住民票にアパート名などを
記載します

お知
らせ
お知
らせ

　これまで住民票などに住所の方
かたがき

書
（アパート名など）を記載していま
せんでしたが、各種通知書などが確
実に届くよう、7 月 9 日から住所
欄に方書を記載します。

　方書の記載を希望する人は、７月
９日以降にお申し出ください。

【申し出ができる人】
　世帯主または同一世帯の人
※同一世帯員以外の人が代理で申請
　する場合は、委任状が必要です。

【持参いただくもの】
　印鑑、本人確認書類 ( 運転免許証・
パスポート・写真付きの住基カード
など )
※７月９日以降に伊賀市へ転入した
　人または転居した人は住民異動届
　の表記に基づいて、方書を記載し
　ます。

【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

社会を明るくする運動お知
らせ
お知
らせ

「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」

　犯罪や非行の防止と、罪を犯した
り非行をした人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築いていこうとする全国
的な運動です。毎年７月を強調月間
としています。
　市推進委員会では、皆さんからお
寄せいただいた「愛の資金」で、街
頭啓発、作文コンテスト、更生保護
活動などの事業を推進しています。
～『愛の資金』にご協力を ! ～
　「社会を明るくする運動」は、皆
さんの「愛の資金」で活動してい
ます。
　昨年度の「愛の資金」募金額は、
2,578,093 円でした。ご協力あり
がとうございました。今年度も協力
をよろしくお願いします。

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

≪現　行≫
　伊賀市上野丸之内○○番地
≪変更後≫
　伊賀市上野丸之内○○番地
　　　　△△アパート□□号室

教育相談お知
らせ
お知
らせ

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、教育相
談を実施します。

【と　き】
　７月 23 日㈪・24 日㈫・25 日㈬・
26 日㈭

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【申込期限】
　６月 28 日㈭
※幼稚園・保育所（園）・小中学校
　に通っているお子さんがいる人は
　それぞれの園・所・学校を通じて
　お申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 47-1283
　ＦＡＸ 47-1290

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

　自分の暮らし方に責任を持ち、地
球環境を大切にすることが、人権を
大切にすることにつながります。

【と　き】
　７月９日㈪～７月 26 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。

【ところ】
　いがまち人権センター

【内　容】
　「みんなの地球を大切にしよう
　～温暖化～」
※自転車発電体験コーナーなどもあ
　ります。

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

いがまち解放講座お知
らせ
お知
らせ

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
早期解決に向けて年４回の講座を開
催します。

【と　き】　７月 20 日㈮
　午後７時 30 分～９時

【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】
　「フクシマ差別
　～もう一つの原発事故問題～」

【講　師】　近畿大学人権問題研究所
　教授　奥田　均さん

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

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【ご協力いただいた企業・団体（敬称略）】
（平成 24 年４月 26 日～５月 24 日）
◦㈲アート工房

【義援金総額】
　61,560,765 円 

（平成 23 年３月 14 日～平成 24 年
５月 24 日）
⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁南庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

●６月 27日（水）　
　午後０時 30 分～４時
　ハイトピア伊賀
●７月 10日（火）　
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　午後０時 30 分～４時
　アピタ伊賀上野店
●７月 13日（金）　
　午前９時 10 分～ 10 時 30 分
　大山田保健センター

献血のご案内

茨城県・栃木県の
竜巻被災者へ義援金を

お知
らせ
お知
らせ

　茨城県・栃木県では竜巻により多
くの人々が被災しました。
　被災者を救援するため、義援金箱
を設置していますので、皆さんの温
かいご支援をお願いします。お寄せ
いただいた義援金は、日本赤十字社
各県支部を通じて被災者にお届けし
ます。

【義援金箱の設置期限】
　７月 31 日㈫

【義援金箱の設置場所】
　本庁南庁舎玄関ロビー
　各支所

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661
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「広報いが市」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　FAX   22-9662

男女共同参画パネル展お知
らせ
お知
らせ

　毎年、６月 23 日から 29 日の一
週間は、男女共同参画週間です。女
性も男性も、ともに支え合い、さま
ざまな場面で個性や能力を発揮でき
る男女共同参画社会の実現に向け、
市民の皆さんに理解を深めていただ
くためのパネル展を開催します。

【と　き】　６月 23 日㈯～ 29 日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。

【ところ】　いがまち公民館 ホール前
【問い合わせ】
　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ   45-9120

住民票・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

お知
らせ
お知
らせ

　住民基本台帳法改正に伴うシステ
ムの切り替え作業のため、証明書の
自動交付機を停止します。また、近
鉄名張駅東口に設置の自動交付機も
停止します。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。

【停止期間】
　７月６日㈮午後８時～７月９日㈪
午前７時

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

【と　き】　８月 19 日㈰
　次のうちいずれか
①午前９時～午後１時
②午後１時～５時
③午後５時～ 10 時
④午前９時～午後 10 時

【ところ】　各イベント会場など（銀
座通り・本町通りとその周辺）

【対象者】　20 歳以上で、責任を持っ
て来ていただける人

【募集内容】
　当日のイベント運営・警備・設営・
清掃などのボランティア

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を記
入のうえ、はがき・FAX・E メール
のいずれかでお申し込みください。

【申込期限】　７月 10 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ   24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp

【問い合わせ】　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ   43-2311

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ募集

募集

シンポジウム
「大震災から学ぶ
多文化共生のまちづくり」

イベ
ント

【と　き】　７月１日㈰
　午後１時 30 分～４時
※開場：午後１時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【定　員】　150 人
【内　容】
◆基調講演
　『外国人住民とふりかえる大震災
～宮城からのメッセージ～』

【講　師】
　公益財団法人 宮城県国際化協会
企画事業課長　大村 昌枝さん
◆パネルディスカッション
　『災害にも強い多文化共生のまち
づくり』

【申込先・問い合わせ】
　NPO 法人 伊賀の伝丸
　☎ 23-0912
　　info@tsutamaru.or.jp
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ   22-9641

ライトピアおおやまだ
人権フェスティバル

　外国出身の人から、身近なことを
お話しいただき、ともに安心して暮
らすために、みんなで考えましょう。

【と　き】
　７月９日㈪　午後７時 30 分～

【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール

【テーマ】
　「いろいろな国の人と共にくらす
ために～身近な人の声を聴こう～」

【コーディネーター】
　NPO 法人 伊賀の伝丸
　副代表　菊山　順子さん

【内　容】
　在住外国人の現状・国の紹介など
※託児があります。事前に予約して
　ください。

【問い合わせ】　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ   47-1162

スポーツ少年団団員募集
　伊賀市スポーツ少年団は、多くの
子どもたちにスポーツの楽しさを
知ってもらい、健康な身体と心を育
てることを目的に活動しています。
　スポーツに少しでも興味のある子
どもたちの加盟をお待ちしています。
　また、日ごろ地域で活動している
チームの新規加盟も募集しています。

【申込期限】
　７月 31 日㈫

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652-1
　伊賀市スポーツ少年団事務局
　（スポーツ振興課内）
　☎ 47-1284　ＦＡＸ   47-1290
　　i-sposho@ict.jp

募集

イベ
ント

　3 カ月で腹囲マイナス３cm をめ
ざします。一人ではくじけそうな人、
みんなと楽しくサイズダウンに挑戦
しませんか。

【と　き】　※全８回。すべて水曜日
　７月４日・18 日、8 月 1 日・22 日・
29 日、9 月 5 日・19 日・26 日
　午後 1 時 30 分～ 3 時

【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」

【対象者】
　市内在住の 20 歳以上 65 歳まで
の人

【内　容】
　初回と最終回にエコーを使って体
脂肪を測定します。

【定　員】　15 人
【参加費】
　300 円 ( まめの館利用料 )
※まめの館を初めて利用する人は、
　利用講習会（無料）の受講が必要
　です。

【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ   59-3196

めざせ！
ワンサイズダウン教室

募集
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　男女共同参画社会実現の施策とし
て、各種役職への登用をはじめ、政
策・方針決定過程への女性の参画拡
大を図り、あらゆる場面で能力を発
揮できる女性リーダーを養成するた
め、連続講座の第２期受講生を募集
します。
　受講修了生は、推進委員として地
域でリーダー的役割を担っていただ
いたり、伊賀市人材バンクに登録後、
審議会などの委員への登用や、講座
などの市民講師として活躍していた
だきます。

【対　象】
　リーダーとなって、さまざまな分
野で活躍する意欲のある女性

【と　き】
○８月３日㈮
　午後６時 30 分～９時
○９月７日㈮、10 月５日㈮、11 月
　２日㈮・30 日㈮、12 月 14 日㈮、
　１月 11 日㈮・２月８日㈮
　いずれも午後７時～９時

【ところ】
　男女共同参画センター　ミーティ
ングルーム（ハイトピア伊賀４階）

【定　員】　20 名程度
【講座内容】　男女共同参画の概念
や、ワークショップとディスカッ
ションで自己表現の方法などを学び
ます。詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ   22-9666

クローバーカレッジ
（女性リーダー養成連続講座）

募集

～広報いが市～
　７月１日号では「介護保険のこ
と、知っていますか」「個別がん
検診」などを紹介します。

ご意見をお聞かせください
　広報いが市・行政情報番組

（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

伊賀・税ウォッチング
　小学生を対象に公的施設の見学と
施設に携わる人々との触れ合いを通
じて「税の大切さ」を理解すること
を目的に「身近な税金の使われ方」
をテーマとして、「伊賀・税ウォッ
チング」を開催します。

【と　き】　８月８日㈬
【集合場所・時間】
①名張アスピア駐車場
　午前８時 15 分
②ハイトピア伊賀玄関前
　午前８時 45 分

【解散場所・時間】
①名張アスピア駐車場
　午後４時 30 分ごろ
②ハイトピア伊賀玄関前
　午後５時 30 分ごろ

【見学予定施設】　陸上自衛隊久居駐
屯地、三重県庁ほか

【対象者】　伊賀市・名張市在住の小
学校５・６年生

【定　員】　40 人
※応募者多数の場合は抽選
※昼食が付いています。

【申込方法】
　住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
学校名・学年・性別・保護者氏名を
記入の上、電話・FAX・Ｅメールの
いずれかでお申し込みください。

【申込期限】　７月２日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　㈳伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774　ＦＡＸ   24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ   22-9618

募集

　赤ちゃんがはじめてお乳以外のも
のを口にするのが離乳食です。今回
の実習では栄養士の話（１～２回食
が中心）の後、実際に離乳食を作っ
てどのくらいの固さのものをあげた
らいいのかを知ることができます。

【と　き】　７月 19 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階プレイルーム

【内　容】
○講話「離乳食１～２回食を中心に」
○離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着５人まで託児
　があります。（電話予約制）

【定　員】　20 人　※先着順
【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

【受付開始日】　６月 26 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課　☎ 22-9653

離乳食教室募集

　三重県と県内の市町が対等なパートナーシップのもと協働して地域づくりを進め
るため、１対１対談が開催されます。

　地域主権社会の実現をめざして組織された「県と市町の
地域づくり連携・協働協議会」（会長：三重県知事）の地
域会議として、市の具体的な課題を、知事と市長がオープ
ンな場で議論し、共通した認識を持つとともに、解決に向
けて１歩でも前に進めることが目的です。対談は公開で行
いますので、お気軽にご参加ください。

鈴木英敬知事と、地域づくりを考える
「知事と市長との１対１対談」

◆と　き　７月 15日㈰　午後２時～３時
◆ところ　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室

【問い合わせ】　企画課　☎ 22-9620　ＦＡＸ   22-9628
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施設名 遊びの教室 遊び場の開放

曙保育園『すくすくらんど』
　曙保育園内
　（上野徳居町 3272-2　☎ 21-7393）

2 日㈪・3 日㈫・9 日㈪・10 日㈫・17 日㈫・18 日㈬
23 日㈪・24 日㈫　※すべて午前 10 時～

【誕生会・七夕・親子教室】
※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時
＊事前にお電話ください。

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
　ゆめが丘保育所内
　（ゆめが丘 5-14-1　☎ 22-9955）

５日㈭　午前 10 時～
【七夕まつり】
※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7　☎ 21-2425）

※お問い合わせください。
月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

子育て包括支援センター
　ハイトピア伊賀４階
　（上野丸之内 500　☎ 22-9665）

①３日㈫　午前 10 時 30 分～
　【もぐもぐ】　歯のおはなし・ブラッシング指導
② 23 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【出前講座：親子あそび】（久米地区市民センター）
③ 30 日㈪　午前 11 時～
　【出前講座：朗天狗 読み聞かせ】（ゆめぽりすセンター）

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

いがまち子育て支援センター
　いがまち保健福祉センター内
　（愛田 513　☎ 45-1015）

① 19 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】
② 23 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】　（7 月生まれのおともだち）

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

島ヶ原子育て支援センター
　島ヶ原地区市民センター併設
　（島ヶ原 4696-9　☎ 59-9060）

27 日㈮　午前 10 時～
【わくわくひろば】　絵本の読み聞かせ

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

あやま子育て支援センター
　阿山保健福祉センター内
　（馬場 1128-1　☎ 43-2166）

24 日㈫　午前 10 時～（追加定員：10 組）
【元気っこひろば】　元気っこ展覧会
※２歳以上の幼児と保護者を追加募集します。詳しく
　はお問い合わせください。

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田西保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

①４日㈬　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】七夕まつり
② 19 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　交通安全教室

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合がありますので、
　事前にお問い合わせください。

青山子育て支援センター
　さくら保育園併設
　（阿保 1152　☎ 53-0711）

①４日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 11 日㈬・12 日㈭・19 日㈭
※すべて午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　同学年の交流・手遊び

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

子育て支援センターの教室・遊び場の開放（７月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（７月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳６カ月児健診
 7 月 10 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館 身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、

栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
　１歳９カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

 7 月 26 日（木） 午後 1 時～ 1 時 30 分 大山田保健センター

３歳児健診
（３歳６カ月児）

 7 月 12 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

 7 月 26 日（木） 午後 2 時～ 2 時 30 分 大山田保健センター

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

 7 月  5 日（木） 午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

【問い合わせ】
 健康推進課　  ☎ 22-9653
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

 7 月 10 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター

 7 月 11 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター

 7 月 17 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター

 7 月 24 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

 7 月 26 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

遊びの広場 月～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 青山保健センター（☎ 52-2280）
※乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。

【問い合わせ】　子育て包括支援センター（こども家庭課内）　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666


