
16広報いが市 2016 年（平成 28年） 11 月１日号17 広報いが市 2016 年（平成 28年） 11 月１日号

伊賀市

～人権の大切さを学び、差別や偏見のない明るい社会のために～

11月 11日～ 12月 10日は
“差別をなくす強調月間”です

　市では、毎年「差別をなくす強調月間」に、市内
各地で人権イベントを実施しています。
　この機会にぜひ、近くで行われる催しにご参加く
ださい。
※各会場では、手話通訳と要約筆記があり、磁気誘
　導ループが設置されます。

阿山地区人権フェスティバル 2016
◆と　き：11 月 23日（水・祝）　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：人権講演会
　《演　題》　
　「生きているって幸せ」
　《講　師》
　元フリーアナウンサー
　道志　真弓さん
◆問い合わせ　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻   43-1679

　
人権を考える市民の集い 2016
◆と　き：12月４日㈰　午後１時30分～
◆ところ：伊賀市文化会館
◆内　容：①人権作品表彰式・人権作文朗読

②人権ライブ＆トーク
　「音楽の力～みんな
で繋げよう明日へ」
《講　師》　福島県いわ
き市出身アーティスト
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◆問い合わせ
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　℻   47-1288
　島ヶ原支所振興課
　☎ 59-2053　℻  59-3196

差別をなくす いがまちの集い
◆と　き：12 月２日㈮
　　　　　午後 7時 30分～
◆ところ：ふるさと会館いが　大ホール
◆内　容：人権講演会
　《演　題》
　「部落問題と向き合う私たち」
　《講　師》　石井　眞澄さん・千晶さん

◆問い合わせ
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　
　℻   45-9120

2016 人権のつどい
◆と　き：12 月３日㈯　午後１時 30分～
◆ところ：青山ホール
　　　　　　　　　◆内　容
　　　　　　　　　　①人権作品紹介・人権作文朗読・
　　　　　　　　　　小中学校発信
　　　　　　　　　　②映画上映
　　　　　　　　　　　「さとにきたらええやん」
　　　　　　　　　◆問い合わせ
　　　　　　　　　　青山支所振興課
　　　　　　　　　　☎ 52-1115　℻   52-2174

　　　　　　　　　◆内　容
　　　　　　　　　　①人権作品紹介・人権作文朗読・
　　　　　　　　　　小中学校発信
　　　　　　　　　　②映画上映
　　　　　　　　　　　「さとにきたらええやん」
　　　　　　　　　◆問い合わせ
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　☎ 52-1115　℻   52-2174

　

おおやまだ人権フェスティバル 2016
◆と　き：11 月 20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人権作品発表
　②新ちゃんのお笑い人権高座
　　「笑顔でくらす、願いに生きる」
　《講　師》
　　露の新治さん
◆問い合わせ
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150
　℻   46-0135

《人権イベントのお知らせ》

◎

◎

◎

◎◎



16広報いが市 2016 年（平成 28年） 11 月１日号17 広報いが市 2016 年（平成 28年） 11 月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

　人口減少社会を迎える中、水道事業が抱えるさまざ
まな課題を克服し、将来に向けて持続的な事業運営を
行っていくための計画を策定しています。
　ついては、2017（平成 29）年度から 15年間の水
道事業基本計画（水道事業ビジョン）中間案がまとま
りましたので、市民の皆さんのご意見を募集します。
【募集内容】
　伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）中間
案に対するご意見
【閲覧方法】　
　市ホームページ・伊賀市水道部・水道部青山事業所・
各支所振興課にある資料をご覧ください。

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名を記入し、ご意見（「該
当箇所」とそれに対する「意見内容」）を記載の上、郵送・
ファックス・Ｅメール・持参のいずれかで提出してく
ださい。
※提出されたご意見は、水道事業ビジ
　ョンの検討資料とし、市の意見と併
　せて市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。また、いた
　だいた意見書などは返却しません。
【提出期限】
　11月 30日㈬

パブリックコメント（ご意見）
募集

伊賀市水道事業基本計画
（水道事業ビジョン）中間案

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘七丁目４番地の４
　伊賀市水道部水道総務課

　☎24-0001　℻  24-0006
　 　suidou-soumu@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、水道部青山事業所・各支所振興課で
　も受け付けます。

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

◎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
ない小学生を対象に、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㈭～ 30日㈬　午後３時～６時
※土・日曜日、祝日を除く。
【対象者】　小学生　※低学年から優先します。
※申請者が多数の場合は利用できないことがあります。

【利用料】
　通常利用（平日の放課後など）の場合
　月額 8,000 円／人
※長期休業時（春・夏・冬休み）などは、別途料金が
　必要です。
【申込書配布場所】　各放課後児童クラブ・こども未来
課・各支所住民福祉課
【申込先】　希望する放課後児童クラブ
【問い合わせ】　こども未来課・各支所住民福祉課

【問い合わせ】こども未来課
　☎ 22-9677　℻   22-9646

放課後児童クラブ名 所在地 定員
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
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
放課後児童クラブウイングうえの 西条114番地 40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

放課後児童クラブ名 所在地 定員
成和西放課後児童クラブ 大内784番地 20人
成和東放課後児童クラブ 猪田1274番地 30人
柘植放課後児童クラブ 柘植町2407番地の10 20人
西柘植放課後児童クラブ 新堂160番地 20人
壬生野放課後児童クラブ 川東1659番地の５ 40人
島ヶ原放課後児童クラブ 島ヶ原4696番地の９ 20人
阿山放課後児童クラブ

「ポップコーン」馬場1045番地 30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
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

※新居・成和東は移転予定です。（11月１日現在）


