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健康診査を受けましたかお知
らせ
お知
らせ

■特定健康診査　
　国民健康保険に加入の 40歳以上
の人や後期高齢者医療制度に加入の
人に対して、6月に受診券を送付し
ています。
【実施期限】	 	
　11 月 30日㈬　	 	 	
■国民健康保険簡易人間ドック
【実施期限】
　11月 30日㈬
■国民健康保険脳ドック
【実施期限】
　平成 24年３月 31日㈯
※事前に予約が必
　要です。受診券
　をお持ちの人で
　医療機関にまだ
　予約をしていな
　い人は、手続き
　をお急ぎくださ
　い。また、受診
　券をお持ちの人
　で今年度受診できない場合は、必
　ずご連絡ください。
【問い合わせ】	 	 	 	
　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151	 	
　健康推進課	 	 	 	
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

■柘植中学校区・人権フェスティバル
【と　き】　
　11月 12日㈯　午後１時～
【ところ】
　柘植中学校体育館
【内　容】　人権ライブ
《講　師》
　カポエイラグループ	　G

ガ ァ ー ハ

ARRA
　青少年支援ハウス	輝　所長　立岡　勇一さん
■霊中のつどい・人権フェスティバル
【と　き】
　11月 16日㈬　午前９時～
【ところ】
　霊峰中学校多目的Ⅰ
《演　題》　
　「出会いと表現」　※手話通訳あり

《講　師》　
　徳島県同和地区青少年団体連絡協議会「止揚の会」

　事務局　大
おおわん

湾　昇さん
■部落差別を考える３校６年生の集い・人権フェス
　ティバル
【と　き】　
　11 月 25日㈮　午前９時～
【ところ】　柘植小学校会議室
《演　題》
　「関係ないから	関係あるへ」　※手話通訳あり
《講　師》
　徳島県同和地区青少年団体連絡協議会「止揚の会」

　事務局　大湾　昇さん
【問い合わせ】
　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

　11月 11日～ 12月 10日の差別をなくす強調月間伊賀支所事業の一環として、人権フェスティバルを次のと
おり各学校で開催します。主に児童・生徒の人権・同和問題学習ですが、どなたでも参加できます。学校での取
り組みをご理解いただける機会ですので、ともに学習し、理解を深めてはいかがでしょうか。

就職セミナーお知
らせ
お知
らせ

～Ｕ・Ｊ・Ｉターンを含む
合同求人説明会～

　伊賀市・上野商工会議所・名張商
工会議所・伊賀市商工会では、地元
就職の促進を図るため、就職セミ
ナーを開催します。
【と　き】
　11月 28日㈪　午後 1時～ 4時
【ところ】　上野フレックスホテル
【求人企業】
　市内企業、周辺企業など約 25社
【求職者】　平成 24年 3月卒業予定
の大学生・短大生・専門学校生と職
業についていない人
【問い合わせ】
　上野商工会議所　☎ 21-0527　
　名張商工会議所　☎ 63-0800
　伊賀市商工会　　☎ 45-2210
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

「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

名阪国道リフレッシュ工事お知
らせ
お知
らせ

【工事期間】
　11月 28日㈪午前０時～

12月 10日㈯午前５時
※悪天候などにより
　規制日時が変わる
　場合があります。
【規制区間】
◦名古屋方面（上り）

御代 IC～上柘植 IC
◦大阪方面（下り）

上柘植 IC～御代 IC
【規制内容】
　上下線終日１車線規制　
※工事期間中は混雑が予想されます
　ので、道路交通情報を確認の上、
　時間に余裕を持ってお出掛けくだ
　さい。
【問い合わせ】
　国土交通省　中部地方整備局　北
勢国道事務所
　☎ 0595-82-3937

差別をなくす強調月間「人権フェスティバル」

市民公開講座お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　11 月 20日㈰午後 1時～
【ところ】　ヒルホテル	サンピア伊賀
【内　容】　健診センターの予防医療か
ら市民病院での先進治療への取り組み
【問い合わせ】　
　上野総合市民病院庶務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268
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■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。
　皆さんは、解放保育という言葉や意味をご存じでしょ
うか。解放保育とは、「保護者・保育所（園）・地域が一
体となって子育てをしていきたい」という、被差別部
落の保護者の思いから始まった、「すべての子どもたち
一人ひとりを大切にする保育」のことです。市では、す
べての保育所（園）で解放保育に取り組んでいこうと、
2007年度に「伊賀市解放保育研究会」を設立しました。
　子どもたちは、日常生活の中で決め付けや偏見に出会
うことがあります。たとえば、子どもの好きな競技の一
つ「リレー」の中でのことです。「○○ちゃんのせいで、
いつもリレー負ける。」という子どものつぶやきに「そ
んなこと言わないで。」と終わらせるのではなく、決め
付けや偏見のことを考えるチャンスとしてとらえ、話し
合いをします。子どもはやわらかな感性を持っています
から、○○ちゃんがどう思っているのか、どうしたらみ
んなで頑張れるのかなどを考えます。このような積み重
ねが、子どもたちのともに育ち合う力となり、人権感覚

が養われ、それぞれが持っている課題を解決する力へと
つながります。
　また、保育所（園）での子どもたちの様子を保護者に
伝え、家庭での様子と合わせ、ともに子育てをしていく
ことで、信頼関係を築きます。保護者がしんどい思いで
いるとき、しんどい状況は必ず子どもの姿に現れてきま
す。そのしんどさも保育所（園）と保護者で共有し、保
護者同士をつなげ、ともに学びあう仲間として、子育て
していくことをめざします。
　よく、小さな子どもに「解放」とか「差別」とかまだ
まだわからないのでは・・といわれることがあります。
確かに小さな子どもには、難しい理屈や理論はわかりま
せんが、子どもたちとの日々の生活の具体的なかかわり
の中で、正しい物の見方、考え方を教え、正しい人間観
を育てることが大切であり、放っておいては人権感覚は
育ちません。すべての子どもたちが心豊かに育っていく
には、子どもをとりまく私たち大人の人権感覚が大切です。

■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

「解放保育」とは　　－あやま保育所－

産後ママのリフレッシュタイム募集

　出産後の骨盤や腹筋の回復を促
し、産後の体型が戻りやすくなりま
す。また育児による腰痛や肩こりな
どを軽減し、心身ともにリラックス
できるといわれています。
【と　き】　
　11月 18日㈮　午前11時～正午
【ところ】　
　青山保健センター運動施設
【内　容】　ヨーガ
【対象者】　
　産後３カ月～約 1年くらいまでの
母親
【定　員】　
　15人　※先着順
※同時に託児も受け付けています。
　（要予約：定員あり）
【参加費】　
　500円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
　講習会を受講してください。詳し
　くはお問い合わせください。
【持ち物】　
　室内用運動靴・動きやすい服装・
飲み物
【申込受付開始日】　
　11月７日㈪
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター
　☎ 52-2280

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

中心市街地
空き店舗等活用支援事業

お知
らせ
お知
らせ

　中心市街地の活性化を図るため、
区域内にある空き店舗などを活用し
て店舗などを開設する事業者に補助
金を交付します。
【対象者】
　空き店舗などを活用して事業を行
う個人・法人・市民活動団体など
【対象事業】
①空き店舗などを活用して行う小売
　業、飲食業、サービス業など
※倉庫、駐車場、風俗業、遊戯業、
　貸金業などは除く。
②空き店舗などを活用して行う公益
　活動事業
【募集期限】　11月 30日㈬
※補助内容や交付の条件など、詳し
　くはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　商工労働観光課　
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

がん検診を受けましょうお知
らせ
お知
らせ

　がんは日本人の死亡原因第１位で
す。日本人の 2人に 1人ががんに
なり、死亡者の 3人に 1人はがん
が原因です。
　早期発見・早期治療があなたの命
を守ります。自覚症状のないうちに
がん検診を受けましょう。
　今回、次のがん検診を追加しまし
たので、ぜひ受診してください。
【と　き】
　12月４日㈰　午前９時～ 11時
【ところ】　島ヶ原支所
【検診内容】　
　胃がん・大腸がん・乳がん
【申込先】　
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163
※次のがん検診もまだ申し込みが可
　能です。
◦ 11月 12日㈯
　いがまち保健福祉センター
◦ 11月 13日㈰　青山公民館
◦ 11月23日 (水・祝)・12月 17日㈯
　ゆめぽりすセンター
◦ 11月 26日㈯
　大山田保健センター
※検診の自己負担金や注意事項は広報
　いが市９月１日号をご覧ください。
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151


