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放課後児童クラブ利用希望者募集
◆ 来春４月から放課後児童クラブの利用を希望する人は、お申し込みください

11月は子ども・若者育成支援強調月間
◆ 社会全体で青少年の健全育成に取り組みましょう

放課後児童クラブとは？
　共働きなどで、学校終了後などに保護者が家庭にい
ない小学校の児童を対象に、専任の指導員が家族に代
わって適切な遊びや生活の場を提供します。

【受付期間】
　11 月 10 日㈪～ 28 日㈮ ( 土・日曜日、祝日を除く。)
【受付時間】　
○放課後児童クラブ：午後３時～ 6 時
○こども家庭課・各支所住民福祉課：
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
【対象者】　小学生　※低学年から優先します。
【利用料】
　通常利用（平日の放課後など）の場合：月額 8,000 円
※長期休業時（春・夏・冬休み）などは、別途料金が
　必要です。
※申請者多数の場合は、利用できないことがあります。
【申込先】
　各放課後児童クラブ・こども家庭課・各支所住民福
祉課（電話での申し込みはできません。）
【問い合わせ】
　こども家庭課　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646
　伊賀支所住民福祉課　☎ 45-9105　ＦＡＸ 45-9120
　島ヶ原支所住民福祉課　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196
　阿山支所住民福祉課　☎ 43-0332　ＦＡＸ 43-1679
　大山田支所住民福祉課　☎ 47-1151　ＦＡＸ 46-1764
　青山支所住民福祉課　☎ 52-3228　ＦＡＸ 52-2174

　近年、急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情
報化社会の進展などにより、青少年を取り巻く環境が
大きく変化しています。
　少年による重大な事件、いじめによる子どもの自殺、
児童虐待や子どもが被害者となる事件などが毎日のよ
うに報道されている中、家庭や学校、地域など社会
全体で青少年健全育成に取り組んでいく必要がありま
す。このため、教育委員会と伊賀市青少年育成市民連
絡会議では次のことを重点的に取り組んでいきますの
で、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
○子ども・若者育成支援広報啓発活動の実施
　市内の大型店舗などで街頭啓発活動を行い、市民総
ぐるみで青少年の健全育成に日常的に取り組んでいく
よう広報啓発活動を推進します。
○青少年に有害な環境をなくす活動などの推進
　青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、関

係者の協力を求めることで青少年をとり巻く有害環境
をなくす活動を推進します。
○研修会などの開催
　青少年健全育成に関する講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成についての理解を深めていきます。

【問い合わせ】こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646

【問い合わせ】生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

放課後児童クラブ名 所在地 定員
放課後児童クラブキッズうえの 上野徳居町 3276 番地 40 人
放課後児童クラブふたば 上野紺屋町 3181 番地 70 人
放課後児童クラブフレンズうえの 緑ケ丘中町 4354 番地 40 人
放課後児童クラブ

第 2 フレンズうえの 緑ケ丘本町 4153 番地 60 人
放課後児童クラブウイングうえの 西条 114 番地 40 人
放課後児童クラブ風の丘 ゆめが丘二丁目 11 番地 60 人
放課後児童クラブ第 2 風の丘 ゆめが丘六丁目 6 番地 60 人
中瀬放課後児童クラブ

「ネバーランド」西明寺 105 番地 30 人
放課後児童クラブ「げんきクラブ」桐ケ丘二丁目 266 番地 55 人
大山田放課後児童クラブ

「あっとほうむ」平田 25 番地 30 人
河合小学校区放課後児童クラブ

「ポップコーン」馬場 1045 番地 30 人
壬生野放課後児童クラブ 川東 1659 番地の５ 20 人
柘植放課後児童クラブ 柘植町 2407 番地の 10 20 人
島ヶ原放課後児童クラブ 島ヶ原 4696 番地の９ 20 人
新居放課後児童クラブ 西高倉 3146 番地 30 人
三訪放課後児童クラブ 三田 986 番地の 1 25 人
西柘植放課後児童クラブ 新堂 160 番地 20 人

《青少年センター》
　非行問題や交友関係など青少年の悩みを解決する
ため、伊賀市青少年センター主任補導員が電話や面
接で、指導・助言を行っています。お気軽にご相談
ください。
【相談場所】　
　青少年センター（上野ふれあいプラザ　3 階）
【相談電話番号】
　☎ 24-3251
【相談日・時間】
　月～金曜日　午前 9 時～午後 4 時（祝日は除く。）
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

今月の納税

納期内に納めましょう
国民健康保険税（５期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　12 月１日 （月）●納期限　12 月１日 （月）

秋季全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】
　11 月９日㈰～ 15 日㈯

◆住宅防火
　住宅から火事を出さないために
は、日頃から火の元をしっかり管理
することです。寝たばこやアイロン
の消し忘れなど、ちょっとしたミス
が大きな災難につながります。
　電話や不意の来客時には、まず火
を消してから対応するようにしま
しょう。火を使用したら、完全に消
えたことを確かめるまで、その場を
離れないように習慣づけておきま
しょう。
◆住宅用火災警報器・消火器の悪質
　な訪問販売・点検にご注意！
　住宅用火災警報器の設置が義務化
されたことで、訪問販売などの悪質
な業者によるトラブルが発生してい
ます。個人宅を訪問して住宅用火災
警報器の販売や消火器の点検、薬剤
の詰め替えを行い、高額な料金を請
求するなどの手口があります。被害
を防ぐため、不要な訪問販売に対し
ては、き然とした態度で、はっきり
と断りましょう。
※消防署では個人宅を訪問しての住
　宅用火災警報器・消火器のあっせ
　んや販売廃棄処分は行っていませ
　ん。また、特定業者に販売の依頼
　をすることもありません。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

【平成 26 年度全国統一防火標語】
「もういいかい
　 火を消すまでは まあだだよ」

全国一斉「女性の
人権ホットライン」強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　夫やパートナーからの暴力、職場
などでのセクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為など、女性の人権問題
について電話相談を受け付けます。
【強化週間】
　11 月 17 日㈪～ 23 日（日・祝）
【相談受付時間】
○平日：午前８時 30 分～午後７時
○土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【相談電話】
　☎ 0570-070-810（全国共通）
【問い合わせ】　津地方法務局人権擁
護課　☎ 059-228-4193
　ＦＡＸ 059-213-3319

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産などをインターネット上の
オークション形式で公売します。
　落札代金は市の財源として活用し
ますので、積極的にご参加ください。
※諸事情により中止になる場合があ
　ります。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
　11 月６日㈭　午後４時
【参加申込期限】
　11 月 17 日㈪　午後５時
【入札開始日時】
　11 月 28 日㈮　午後１時
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

生涯学習セミナー2014
（第３～５回）

催し

【テーマ】
　今、あらためて知る「伊賀」の魅
力～外部に映る伊賀の文化と歴史～
◆第３回：11 月 15 日㈯
【内　容】　「日本の精進料理と伊賀」
　富山大学人文学部
　教授　中井　精一さん
◆第４回：12 月 13 日㈯
【内　容】　「景観史から見た伊賀」
　総合地球環境学研究所
　客員准教授　内山　純蔵さん
◆第５回：１月 31 日㈯
【内　容】　「万葉集から見た伊賀」
　京都大学大学院
　准教授　佐野　宏さん
※いずれも午後１時 30 分～３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用の
　場合は、講演時間中の駐車料金を
　生涯学習課で負担します。
※磁気誘導ループを設置します。車
　椅子での聴講も可能です。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

○特定健康診査
【実施期限】　11 月 29 日㈯
　国民健康保険に加入の 40 歳以上
の人と、後期高齢者医療制度に平成
26 年８月 31 日までに加入した人
に受診券を送付しています。　　
○国民健康保険簡易人間ドック
【実施期限】　11 月 28 日㈮
　応募いただいた人に、受診券を送
付しています。
○国民健康保険脳ドック
【実施期限】
　平成 27 年３月 31 日㈫
　応募いただいた人のうち、当選者
に受診券を送付しています。　　
※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、キャ
　ンセルする場合は、必ずご連絡く
　ださい。
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

健康診査はお済みですかお知
らせ
お知
らせ

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　11 月５日㈬～ 20 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「人権まんがパネル」
　11 月は 1970 年代当時の仙台法
務局作のまんがパネルを復刻したも
のを展示します。今から 30 年以上
も前に現在と同様のさまざまな人権
課題が描かれている一方、当時から
人権意識の普及高揚のため工夫を凝
らした啓発活動が行われていたこと
がわかります。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター　
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「子ども・若者育成支援
強調月間」などをお送りします。


