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人権イベント
マップ

 阿山会場（阿山支所事業）
阿山地区人権フェスティバル 2012

◆と　き：11 月 17 日㈯　午後１時 30 分～
◆ところ：あやま文化センター　さんさんホール
◆内　容：①人権作品表彰・作文朗読
　②講演・トーク＆コンサート
　※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
　《演　題》　講演「人生あきらめたらあかん！」
　トーク＆コンサート
　「ゴスペルソングに救われて」
　《講　師》ゴスペル歌手
　　　　　　市岡　裕子さん
◆問い合わせ
　阿山支所住民福祉課　　
　☎ 43-0333　ＦＡＸ 43-1679

 島ヶ原会場（島ヶ原支所事業）
2012 しまがはら人権のつどい

◆と　き：11 月 24 日㈯午後１時 30 分～
◆ところ：島ヶ原会館・ふれあいホール
◆内　容：①人権作品表彰・作文朗読
　②トーク＆コンサート
　※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
　　　　　　　　《演　題》
　　　　　　　　「輝いて生きる」
　　　　　　　　《講　師》
　　　　　　　　シンガーソングライター
　　　　　　　　カウンセラー
　　　　　　　　南　修治さん
◆問い合わせ　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2109　ＦＡＸ 59-3196

 上野会場（本庁事業）
人権を考える市民の集い

◆と　き：12 月１日㈯　
　　　　　午後１時 30 分～
◆ところ：伊賀市文化会館
　　　　　さまざまホール
◆内　容：①人権作品表彰・作文朗読
　②講演
　※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
　《演　題》　「心の窓を少し拓いて

～身近な人権問題を考える～」
　《講　師》
　大阪府貝塚市立東小学校　学校長　明石　一朗さん
◆問い合わせ　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

 伊賀会場（伊賀支所事業）
差別をなくす いがまちの集い

◆と　き：11 月 16 日㈮　午後 7 時 30 分～
◆ところ：ふるさと会館いが　大ホール
◆内　容：①人権作品表彰
　②講演　※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
　《演　題》
　「寝た子を起こして、仲良くごはん」
　《講　師》　大学職員　川崎　那恵さん
◆問い合わせ
　伊賀支所住民福祉課　　　
　☎ 45-9108　ＦＡＸ 45-9120

 大山田会場（大山田支所事業）
おおやまだ人権フェスティバル 2012
◆と　き：12 月９日㈰　午後１時 30 分～
◆ところ：大山田農村環境改善センター　 
　　　　　多目的ホール
◆内　容：①人権作品表彰・作文朗読
　②講演　※手話通訳・磁気誘導ループ

《演　題》
　「東日本大震災と人権」～被災地の現状
と社会的弱者～

《講　師》
　NPO 人権センター HORIZON
　代表　片岡　遼平さん
◆問い合わせ
　大山田支所住民福祉課
　☎ 46-0140
　ＦＡＸ 46-0135

 青山会場（青山支所事業）
2012 人権のつどい

◆と　き：12 月８日㈯
　午後１時 30 分～
◆ところ：青山ホール
◆内　容：
　①人権作品表彰・作文朗読
　②木偶箱廻しと講演
　※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
　　　　　　　　《演　題》　『福を運んだ人形つかい』
　　　　　　　　《講　師》　徳島芝原生活文化研究所
　　　　　　　　代表　辻本　一英さん
　　　　　　　　阿波木偶箱廻しを復活する会
　　　　　　　　代表　中内　正子さん・南　公代さん
　　　　　　　◆問い合わせ　青山支所住民福祉課　
　　　　　　　　☎ 52-3232　ＦＡＸ 52-2174

11月 11日～ 12月 10日は
“差別をなくす強調月間”です

市では、「差別をなくす強調月間」にあわせて各地域で
人権に関するさまざまなイベントを開催します。

この機会にご参加いただき、「人権」について考えてみませんか。
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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

　甲賀市では、地域が誇る「忍者」「信楽（紫香楽）」「東
海道の宿場」などの観光資源を広く発信しようと、「第
１回甲賀市観光ビジネスメッセ」を開催します。
　２日間の会期中、２日目の 11 月 10 日㈯は、初め
ての開催を記念した「旅の見本市誕生祭」です。甲
賀名物・忍者鍋とつきたて餅の振る舞い、本格的な
忍者ショーや郷土芸能など、イベントが盛りだくさん。
10 日は家族みんなで甲賀へいこうか。
【と　き】　11 月９日㈮・10 日㈯　午前 10 時～午後４時
 ９日：「地域発信型観光商談会」（旅行業者向け）
10 日：どなたでも楽しめる「旅の見本市誕生祭」
【ところ】　ダイヤモンド滋賀　アリーナほか（甲賀市
土山町黒川 1711）
【アクセス】　国道１号「猪鼻」交差点を集落内に折れ、
道なりに約５分　
※ＪＲ貴生川駅からシャトルバスを運行します。
【問い合わせ】　甲賀市観光戦略推進室　観光戦略
推進係　☎ 0748-65-0708　ＦＡＸ   0748-63-4087

江戸時代にタイムスリップ
～東海道関宿街道まつり～

甲賀のいいとこ再発見
～第１回甲賀市観光ビジネスメッセ～

　東海道五十三次の 47 番目の宿場町として栄えた
東海道関宿には、江戸時代や明治時代の町屋が数
多く残っています。
　毎年 11 月に行われる「東海道関宿街道まつり」は、
往時のにぎわいを再現した時代行列や時代仮装コン
テスト、地場産品の販売など盛りだくさんのイベント
です。
【と　き】　11 月 4 日㈰　午前９時 30 分～午後３時
※雨天決行
【ところ】
　旧東海道関宿の街道一帯
【アクセス】
　ＪＲ関駅下車徒歩約５分
【問い合わせ】
　東海道関宿街道まつり実行
委員会事務局（亀山市文化部
観光振興室内）
　☎ 0595-96-1215

～ハイトピア伊賀 駐車場のお知らせ～
■ 11 月１日㈭からの駐車料金（地下駐車場を除く。）

区　分 使用区分 単　位 金　額

一般駐車料金 午前９時～午後５時
最初の 60 分以内 無料
60 分を超える部分につ
き、30 分までごとに 100 円
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東専用駐車場
（40台）　

第１専用駐車場
（18台）

第２専用駐車場
（12台）

～駐車料金を改定します～
　ハイトピア伊賀第１・第２専
用駐車場の駐車料金を次のとお
り 11月１日㈭から変更します。
　無料時間：30分以内

　無料時間：60 分以内
～東専用駐車場を新設します～
　11月 12日㈪から、ハイトピ
ア伊賀の東側にある東専用駐車
場をご利用いただけます。
※東専用駐車場の料金は第１・
　第２専用駐車場と同じです。
※地下駐車場は従来どおり、30
　分以内は無料です。
【問い合わせ】　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　℻   22-9628

P 地下駐車場
（22台）

平成 25 年 2 月 28 日
まで車両通行止め


