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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

【義援金総額】　64,105,778 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
９月 29 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

○西田　麒代彦さん（岡田154番地）
○大川　照郎さん（島ヶ原11873番地）
　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。

【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　ＦＡＸ 21-1891

新任の人権擁護委員さんお知
らせ
お知
らせ

　労働保険（「労災保険」と「雇用
保険」）は、政府が管理・運営する
保険であり、農林水産業の一部を除
き、事業主や労働者の意思にかかわ
りなく必ず加入することが法律で定
められています。
　三重労働局では、11 月を「労働
保険適用促進強化期間」と定め、“労
働保険の未手続事業場の一掃”を重
点項目に掲げ、三重県労働保険事務
組合連合会と連携して、未手続事業
場を戸別訪問するなどにより、加入
促進を図ります。

【問い合わせ】　三重労働局総務部労
働保険徴収室　☎ 059-226-2100
　伊賀労働基準監督署　☎21-0802
　ハローワーク伊賀　☎ 21-3221
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

11 月は「労働保険適用
促進強化期間」です

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４日㈫　午後４時

【参加申込期限】
　11 月 18 日㈫　午後 11 時

【入札開始日時】
　11 月 25 日㈫　午後１時

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　労働基準監督署内の総合労働相談
コーナーでは、労働に関するあらゆ
る分野の悩みやトラブル、例えば、
パワハラ（職場でのいじめやいやが
らせ）、解雇、退職の勧奨などに対し
て、専門の相談員が面談や電話で当
事者への助言を行っています。
　一人で抱え込まず、気軽にご相談
ください。また、女性相談員がいる
コーナーを紹介することも可能です。
　詳しくは三重労働局ホームページ
をご覧ください。

【問い合わせ】　三重労働局総務部企
画室　☎ 059-226-2110
　三重労働局ホームページ
　http://mie-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628　

職場のトラブルについて
ご相談ください

お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市 10 月１日号 13 ペー
ジに掲載した「「赤井家住宅」オー
プン！」の記事で、10 月８日㈬ま
での予約先の電話番号が間違ってい
ました。お詫びして訂正します。

【正】
　伊賀市文化都市協会（☎ 22-0511）

【問い合わせ】　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628　

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　いがまちで地域の子育てを支える
子育てサポーターを養成するため、
講座を開きます。いがまちの子育て
家庭を支える担い手としてボラン
ティアに参加しませんか。

【と　き】　11 月５日㈬
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　いがまち保健福祉センター
【内　容】　
○演題：「今、必要な子育て支援～
現代子育て事情から～」
○講師：MC サポートセンターみっ
くみえ　代表　松岡　典子さん
※子育てサポーターとは、子育てし
　やすい地域づくりをめざして、い
　がまち子育て支援事業での子ども
　たちの見守りや保護者の相談活動
　などを行うボランティアです。

【問い合わせ】
　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）
　☎ 45-1015　ＦＡＸ 45-1055

子育てサポーター養成講座催し

　関西本線沿線の良さを知っていた
だくためウォークイベントを行いま
す。和銅の道沿いの歴史スポットや
紅葉が楽しめる見どころいっぱいの
コースです。昼食時には豚汁の振る
舞いや餅つき体験などのおもてなし
があります。

【と　き】　11 月 23 日（日・祝）
　受付：午前９時 30 分～
　出発：午前 10 時 30 分
　解散：午後３時 30 分頃
※小雨決行

【ところ】　JR 伊賀上野駅前集合（公
共交通利用促進のため鉄道・バスを
ご利用ください。）

【内　容】　JR 伊賀上野駅前（集合）
⇒岩倉峡公園⇒旧岩倉水力発電所跡
⇒島ヶ原温泉やぶっちゃ ( 昼食）⇒
観菩提寺正月堂⇒西念寺⇒石薬師堂
⇒ JR 島ヶ原駅前（解散）
※距離約 10km

【持ち物】　歩きやすい服装で、弁当・
水筒・敷物などをご持参ください。

（小学生以下は保護者同伴。）
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672
　島ヶ原観光協会　☎ 59-2501
　（当日連絡先）島ヶ原駅前観光案
内所　☎ 59-2300

山もゆる秋
しまがはら歴史街道ウォーク

催し

　

● 10 月 28日（火）
　午後０時 30 分
　　　　　 ～ 4 時
　ハイトピア伊賀

献血のご案内
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

募
　
集

～市民と世界をつなげる絆～
　国際交流屋台村をはじめ、ステー
ジ発表や体験コーナーなどを通し
て、文化の違いに気付き、外国との
つながりを深めませんか。

【と　き】　10 月 26 日㈰
　　　　　午前 10 時～午後３時

【ところ】　青山支所周辺（ふれあい
フェスタ in 青山と同時開催）

【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

国際交流フェスタ 2014催し

【と　き】　11 月 20 日㈭
　午後７時～８時 15 分（開場午後
６時 30 分）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【内　容】　「ホルンの響き～名手　
阿部　麿さんを迎えて～」

【出　演】　阿部　麿さん（ホルン）
　　　　　橋本　宏美さん（ピアノ）
※駐車場に限りがあるため、できるだ
　け公共交通機関をご利用ください。
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用し
　た人は、講演中の駐車料金を生涯
　学習課で負担します。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

生涯学習センター
サロンコンサート

催し

　伊賀連携フィールドでは、忍者研
究者による「忍者」をテーマとした
講座を開催しています。

【と　き】　11 月 15 日㈯
　　　　　午前 10 時 30 分～正午

【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【演　題】　表裏変転の兵法　柳生新陰流
【講　師】　作家　多田　容子さん
【問い合わせ】
　三重大学人文学部チーム
　☎ 059-231-9194
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

伊賀連携フィールド 2014
市民講座「忍者・忍術学講座」

催し

【と　き】　11 月 6 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階多目的室

【対象者】　がん患者・家族など
※申し込み不要

【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター　
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　三重県難病相談支援センターは難
病の皆さんの地域交流活動の推進や
就労支援などの活動をしており、そ
の一環として、県内を年５カ所巡回
して地域難病相談会を行っています。
　この相談会では、開催地域の医師
会にもご協力いただき、医師による
医療相談も行います。

【と　き】　10 月 26 日㈰　午後１
時 30 分～３時（受付：午後１時～）

【ところ】　
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室

【対象者】　難病患者・家族・保健福
祉関係者・一般
※事前申し込み不要

【問い合わせ】
　三重県難病相談支援センター
　☎ 059-223-5035
　ＦＡＸ 059-223-5064
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

伊賀地域難病相談会催し

【と　き】　11 月２日㈰～ 16 日㈰
【ところ】　東京都台東区浅草すしや
通り商店街、浅草６区ブロードウェイ

【内　容】　藤堂高虎公で繋がりのあ
る台東区で、飲食店 30 店舗が、伊賀
の食材「伊賀牛」｢伊賀米｣「伊賀産菜
種油」を使用した特別メニューを提供
※ 11 月２日㈰・３日（月・祝）・16 日㈰
　は「伊賀牛串焼き」「伊賀米量り
　売り」「菜種油販売」「伊賀の地酒
　と伊賀焼きの販売」「手裏剣道場」
　などを実施し、伊賀のおいしい食
　材を紹介します。
※公式フェイスブックページ「忍び
　の里 伊賀産を味わう 2014in 浅
　草」を作成し、伊賀の魅力を発信
　します。

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

忍びの里 伊
い が も の

賀産を味わう
　2014 in 浅草

催し

　平成 27 年度「いがっこ給食セン
ター夢」の学校給食食材納入登録希
望者の受付を行います。

【納入予定物資】
①野菜類　②果実類　③魚介類　④
鶏肉　⑤加工肉　⑥鶏卵　⑦豆腐類
⑧練製品　⑨調味料類　⑩乾物類　
⑪穀類（精米）　⑫こんにゃく

【登録条件】
①伊賀・名張市内に営業所がある。
②食材の取り扱いについて、食品倉
　庫・冷凍冷蔵庫など必要な設備を
　完備している。
③食材納品について、衛生的で適正
　な輸送により確実に物資の納品が
　できる。
④食材を量・質ともに安定供給できる。
⑤納税義務が履行されている。など
※穀類（精米）にかかる登録には別途
　条件が追加されます。条件など詳
　しくはお問い合わせください。

【申請書類配布場所】
　いがっこ給食センター夢

【申請書類配布期限】　11 月７日㈮
【申請受付期間】
　11 月 17 日㈪～ 28 日㈮
　午前９時～午後５時

【提出先・問い合わせ】
　いがっこ給食センター夢
　☎ 21-8194　ＦＡＸ 21-8199

いがっこ給食センター夢
学校給食食材納入登録者

募集

「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

　有機・減農薬・高品質で安心安全
な農産物を集めた朝市を開催しま
す。市内各地で育った野菜や、こだ
わって作られた加工品などを一堂に
集めて皆さんをお待ちしています。

【と　き】　11 月１日㈯
　午前９時～ 10 時 30 分

【ところ】　上野市駅前広場
【問い合わせ】
　「朝市」実行委員会事務局（上野
商工会議所内）　☎ 21-0527
　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

上野市駅前広場「朝市」催し


