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　「発明」とは何か？どのようにし
て権利になっていくのか？
　その仕組みを専門家がわかりやす
く講義します。
　パソコンを使った特許の検索実習
も行います。

【と　き】
　3 月 22 日㈮　午後 2 時～

【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　3 階テクノホール

【講　師】
　ゆめテクノ伊賀知的財産コーディ
ネーター　木村　幸雄さん

【定　員】　10 人
【申込期間】
　3 月 11 日㈪～ 18 日㈪

【持ち物】　筆記用具
【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　ＦＡＸ   41-1062
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ   43-2311

情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5022

甲賀市甲賀市 亀山市亀山市

となりまち　いが· こうか · かめやま

　水口宿は、亀山市坂下
宿から難所の鈴鹿峠を越え
た土山宿の次にある宿場

町です。この宿場には、３代将軍徳川家光が上洛の
際の宿館として築城し、後に水口藩主加藤氏の居城
となった水口城があります。当時の建物は現存して
いませんが、お城の一部（矢倉）を再現し、資料館
として内部を公開しています。
　春には桜の花が、今も残るお堀や石垣、白壁の矢
倉に美しく映え、お花見スポットとなっています。暖
かくなるこれからのシーズン、桜に包まれるお城に足
をのばしてみませんか。

【アクセス】　近江鉄道水口城南駅（JR 貴生川駅よ
り接続）から徒歩約５分

【水口城資料館入館料】　大人：100 円　小人：50 円
【問い合わせ】　水口歴史民俗資料館
　☎ 0748-62-7141　ＦＡＸ   0748-63-4737
　（休館日：木・金曜日）

春の穏やかなひとときを
～亀山市桜まつり～

東海道散歩でお花見を
～桜の花に覆われる　　
宿場のお城・水口城～

　満開の桜をお楽しみいただきながら、亀山城周辺
の文化財や、関宿の町並みにもお立ち寄りください。
◦亀山城桜まつり　

【と　き】　４月 7 日㈰　午前 10 時～午後３時
【ところ】　亀山城多門櫓周辺（本丸町）
【内　容】　子ども写生大会・ふれあいブースなど
【アクセス】　東名阪自動車道「亀山 IC」から亀山
方面へ約 10 分
◦観音山春まつり

【と　き】　４月 14 日㈰　午前 10 時～午後２時　
【ところ】　観音山公園一帯（関町新所）
【内　容】　宝さがし・木
工教室・各種バザーなど

【アクセス】　名阪国道「関
IC」から関方面へ約５分

【問い合わせ】
　亀山市観光協会
　☎ 0595-97-8877

母子保健事業に関する
　　申請・届出窓口の変更

お知
らせ
お知
らせ

　４月１日から、次の窓口が県から
市へ変わります。
①養育医療（未熟児への医療給付）
の給付申請
○届出や相談：健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666
○給付に関すること：保険年金課
　☎ 22-9660　ＦＡＸ   26-0151
②低体重児の届出窓口
　健康推進課　☎ 22-9653
③育成医療（身体に障がいのある児
童への医療給付）の給付申請
　障がい福祉課
　☎ 22-9656
　ＦＡＸ   22-9662

特許入門講座
～発明とは、どんなもの？～

お知
らせ
お知
らせ 忍びの里レディーストーナメント

　　　　　　中止のお知らせ
お知
らせ
お知
らせ

　例年 3 月に開催していました忍び
の里レディーストーナメント（女子サッ
カー大会）は、競技場改修工事中の
ため、今回は中止いたします。
　ご理解くださいますようよろしくお
願いします。

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 47-1284　ＦＡＸ   47-1290

　　

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 22-9640　ＦＡＸ   24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

URL「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　℻   22-9662
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市民公開講座お知
らせ
お知
らせ

　上野総合市民病院が伊賀地域で初
めて「三重県がん診療連携推進病院」
に指定されました。
　がん診療連携推進病院とは、がん
患者に対する診療、連携の充実をは
かり、地域の皆さんに安心できる適
切な医療を提供することを目的とし
て三重県知事が指定するものです。
　この度の指定に伴い、市民公開講
座を開催します。

【と　き】　３月 10 日㈰
　受付：午後１時
　開始：午後１時 30 分

【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
　４階白鳳の間　

【講　師】
　三重大学医学部附属病院　
　院長　竹田　寛さん
　三重県健康福祉部健康づくり課　
　課長　黒田　和博さん

【定　員】　先着 200 人
【問い合わせ】　
　上野総合市民病院経営企画課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

■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。

人を知るために　－秘書広報課－

　近年の情報通信技術の発達によっ
て、大量の個人情報が電子データで
管理されるようになり、仕事をする
ときだけでなく、生活する上でも大
変便利になっています。　
　しかし、不正な取り扱いによって
私たちの知らないところで個人情報
が流され、思いもかけないところで
悪用されるという人権侵害が起こっ

ています。
　中でも個人情報を違法に利用する業
者が、企業や公的機関から不正に取得
し、結婚や就職の際の身元調査などに
悪用していたことが明らかになり深刻
な問題となっています。

　結婚にあたり、子どもの幸せな結婚を望み相手のこ
とについていろいろ知りたい気持ちは誰にでもあると
思います。しかし、本籍地・家系・家族状況などの身
元調査を行うことは、本人の人格や資質に全く関係の
ないことで人間としての価値を一方的におしはかろう
とする差別行為にほかなりません。
　本来、結婚は本人同士の合意により成立し、就職は
本人の資質により採否が判断されるべきものです。お
互いが十分に話し合う中で、相手の人格や性格などを
理解していくことがその人を知る上で大切なのではな
いでしょうか。
　情報通信技術の発達によってさまざまな情報が入手
できるようになり、私たちの生活も大変便利になりま
したが、不正な取り扱いが差別行動を生み、それによっ
て傷つく人がいることを忘れてはいけません。

春の小さなコンサート♪イベ
ント

　青山公民館では、地域芸術向上支
援事業の一環として、地域で音楽活
動に取り組んでいるグループの技術
指導などの支援を行っています。
　その成果の発表会を開催します。
春のひととき、さわやかな音楽をお
楽しみください。

【と　き】
　３月 30 日㈯
　午後 1 時 30 分開演

【ところ】
　青山ホール

【内　容】
○青山中学校吹奏楽部の合奏
○青山ハーモニーのコーラス
○オカリーナサークルの演奏
※吹奏楽部の演奏では、忍にん体操
　吹奏楽バージョンを中学生のため
　に編曲したものを今回初めて披露
　します。
※いが☆グリオと一緒に忍にん体操を
　しましょう。

【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

韓国語（ハングル）講座
　　　　　　  受講者募集

募集

【と　き】
　４月４日㈭～
12 月 28 日㈯ 

（年間 32 回）
○入門クラス :
　木曜日（午後６時～７時）
○初級クラス :
　木曜日（午後７時～８時）・土曜日

（ 午後１時 30 分～２時 30 分 ）
※毎週木曜日または土曜日のいずれ
　かを受講
○中級クラス：
　木曜日（午後８時～９時）・土曜日

（ 午後１時 30 分～２時 30 分 ）
※毎週木曜日または土曜日のいずれ
　かを受講　

【ところ】
　ゆめぽりすセンター

【内　容】　
○入門・初級クラス：発音・基礎講座
○中級クラス：会話を中心とした講座

【受講料】
　各クラス２万円（テキスト代別）

【申込期限】
　３月 31 日㈰

【申込先・問い合わせ】
　大韓民国民団三重県伊賀支部　
　☎ 21-2043　ＦＡＸ 21-2243　

【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702
　ＦＡＸ 22-9641

　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

ご意見をお聞かせください


