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　いつでもどこでも気軽に楽しめる
忍にん体操の講習会を開催します。
普通バージョンと介護予防バージョン
の両方が覚えられるチャンスです。

【と　き】　
　11月 1日㈪　午後 2時～ 4時
※受付：午後 1時 30分～

【ところ】　上野運動公園体育館
【持ち物】　飲み物・室内用靴など　
【問い合わせ】　
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

　11月 6日㈯は、名張市役所庁舎
電気設備点検のため停電となります
ので、近鉄名張駅東口に設置の自動
交付機が終日停止されます。
　伊賀市役所に設置の自動交付機を
ご利用ください。

【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

近鉄名張駅の自動交付機が
一時停止されます

お知
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　暴力追放伊賀市民会議では、㈶暴
力追放三重県民センター、三重弁護
士会の協力を得て、民事介入暴力に
関する無料法律相談をお受けします。

【と　き】　
　11月 4日㈭　午後１時～４時

【ところ】　中央公民館　講座室
【問い合わせ】
　暴力追放伊賀市民会議事務局
　（総合危機管理室内）
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

民事介入暴力巡回法律相談お知
らせ
お知
らせ

　市では「伊賀市子ども読書活動推
進計画」を策定し、家庭・地域・学
校などのあらゆる場所で読書活動を
進めています。読書は子どもの人間
形成に大きな影響を与えます。日常
の中で読書が生活習慣の一部として
定着するよう読書活動にご協力をお
願いします。
　また、文部科学省では、今年を国
民読書年と定め、読書活動に対する
さまざまな取り組みが進められてい
ます。
　この読書週間に、図書館などで本
との出会いを楽しんでください。
　ご家庭に寄贈していただける本が
ありましたら、お近くの小学校・中
学校にご連絡ください。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9691

10月27日～11月９日は
秋の読書週間です
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　いがまち子育て支援事業で活躍して
いただく子育てサポーターを養成する
講座を開催します。子育てサポーターと
しての知識を学んで地域の子育て家庭
を支える担い手として活動しませんか。

【と　き】　11 月 18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》　「子育て支援における　
　　　　　　　タッピング・タッチ」
《講　師》
　ホリスティック心理教育研究所　所長
　中川　一郎さん
※「タッピング・タッチ」とは、指
　先の腹のところを使って、軽く弾
　ませるように左右交互にやさしく
　たたくことを基本とした技法です。
　子どもから高齢者まで幅広く活用
　でき、心と体の健康促進と楽しい
　人間関係づくりに役立ちます。

【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

忍にん体操講習会お知
らせ
お知
らせ

子育てサポーター養成講座お知
らせ
お知
らせ

　平成 22年国勢調査は、日本が本
格的な人口減少社会となって実施す
る最初の国勢調査で、日本の未来を
考えるために欠くことのできない最
新の人口・世帯の実態を明らかにす
る重要な調査です。
　この調査は、10 月 1 日現在、日
本に住んでいるすべての人および世
帯が対象です。
　記入いただいた調査票は、封筒に
入れて封をした上で調査員に渡して
いただくか、郵送してください。
　調査結果は、さまざまな法令で使
われるほか、社会福祉、雇用対策、
生活環境の整備など、私たちの暮ら
しのために役立てられます。
※回答がお済みでない場合や、万一、
　調査票が届いていない場合は、ご
　連絡ください。

【問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440

国勢調査への回答は
お済みですか
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封筒に入れる
前に、調査票の記入
に誤りがないか、確
認をお願いします。

　事業主の皆さん、労働保険の加入
手続きはお済みですか。11月は「労
働保険適用促進強化期間」です。
　労働保険（「労災保険」と「雇用保
険」）は、政府が管理・運営している
強制的な保険であり、農林水産業の
一部を除き、労働者を一人でも雇用し
ている場合、事業主または労働者の
意思の有無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。
　厚生労働省（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
手続事業場を個別訪問することなど
により、加入促進を図っています。
　労働保険の加入手続きをとられて
いない事業者は、速やかに加入手続
きをお願いします。
　万一、労災保険事故が未手続事業
場で発生した場合には、さかのぼっ
て保険料を徴収するほかに、労災保
険から給付を受けた金額の 100％
または 40％を事業主から徴収する
こととなっています。（費用徴収制
度といいます。）

【問い合わせ】
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　 ☎ 059-226-2100　　　　　　
　最寄りの労働基準監督署・公共職
業安定所

労働保険の加入手続きをお知
らせ
お知
らせ

　平成18年度から大山田地区で実施
してきた都市再生整備計画事業（まち
づくり交付金事業）が今年度に終了す
ることに伴い、事業の効果などを検証
した都市再生整備計画事後評価原案
を市ホームページで公表し、市民の皆
さんからご意見を募集します。

【公表期間】　
　11月１日㈪～ 15日㈪

【問い合わせ】
　大山田支所振興課
　☎ 47-1157　ＦＡＸ 46-1764

都市再生整備計画（大山田地区）
事後評価原案の公表
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　市民の皆さんの芸術文化活動の発
表の場として、伊賀市民文化祭を開
催します。
■ 舞台部門
▼オープニング・音楽祭（洋楽）

《と　き》　11月 13日㈯
　午後1時30分　（開場：午後1時）

《ところ》　伊賀市文化会館
▼洋舞・バレエ

《と　き》　11月 14日㈰
　午後1時　（開場：午後0時15分）

《ところ》　伊賀市文化会館
▼吟剣詩舞・相撲甚句

《と　き》　11月 20日㈯
　午後1時30分　（開場：午後1時）

《ところ》　伊賀市文化会館
▼カラオケ

《と　き》　11月 20日㈯
　午後 0時 30分　（開場：正午）

《ところ》　あやま文化センター
▼邦楽（日舞・三曲・長唄）

《と　き》　11月 21日㈰
　午後1時30分　（開場：午後1時）

《ところ》　伊賀市文化会館
▼新舞踊・マジック

《と　き》　11月 21日㈰
　午後1時　（開場：午後0時30分）

《ところ》　ふるさと会館いが
▼ライトミュージック

《と　き》　11月 21日㈰
　午後 0時 30分　（開場：正午）

《ところ》　上野西小学校
　　　　　多目的ホール
▼大正琴	

《と　き》　11月23日㈫ ·㈷
　午後1時30分　（開場：午後1時）

《ところ》　伊賀市文化会館
▼民謡・民踊

《と　き》　11月 27日㈯
　午後1時30分　（開場：午後1時）

《ところ》　伊賀市文化会館
■ 展示部門　
　絵画・書・写真・手芸・工芸・い
けばななど

《と　き》
　11月 20日㈯～ 23日㈫ ·㈷	
　午前 9時～午後 5時
※ 23日㈫ ·㈷は午後4時まで

《ところ》　上野ふれあいプラザ２階
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

島ヶ原文化芸術まつり
（展覧会）

イベ
ント

【と　き】　11月 2日㈫～ 4日㈭
　　　　　午前 9時～午後 5時
※ 4日㈭は午後 4時まで

【ところ】　島ヶ原会館２階
　　　　　ふれあいホール

【内　容】　
　島ヶ原地区住民による絵画･写真 ･
書道・俳句・手芸などの展示

【問い合わせ】　
　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　ＦＡＸ 59-2293

いがまち展覧会イベ
ント

【と　き】
　10月 23日㈯・24日㈰
　午前９時～午後４時 30分
※ 24日㈰は午後３時まで

【ところ】
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター

【内　容】　
　展示物（絵画・書道・写真・短歌・
俳句・生け花・盆栽・手芸など）、特
産品などの即売、チャリティバザー、
そば打ち体験コーナーなど

【問い合わせ】
　いがまち公民館
　☎ 45-9122
　ＦＡＸ 45-9160

しぐれ忌
しぐれ忌俳句大会

イベ
ント

■しぐれ忌
　俳聖松尾芭蕉を偲

しの

び、毎年行われ
ている式典です。平成22年度芭蕉翁
献詠俳句の特選句が奉納されます。

【と　き】　11月 12日㈮
　午前９時 30分～ 11時 50分

【ところ】　万
ま ん じ ゅ じ

寿寺（柘植町7373番地）
【内　容】　
①午前９時 30分～　式典
②午前 10時 20分～　
　《講　演》　「ふるさとの芭蕉さん」
　《講　師》　「芭蕉伊賀」　主宰

藤井　充子さん
③講演終了後　芭蕉公園自由散策
※絵手紙・手向句集・芭蕉翁像・月見
　の献立表・菊などの展示もします。

【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120　
　㈶芭蕉翁顕彰会　☎ 21-2219
■しぐれ忌俳句大会
　しぐれ忌にあわせて毎年開催して
いる俳句大会です。芭蕉さんを偲

しの

ん
で俳句づくりをしてみませんか。

【と　き】　11月６日㈯
　午後０時 30分～　受付
　午後１時　投句締切・開会

【ところ】　
　ふるさと会館いが　小ホール

【内　容】　
《講　演》　「俳句と老い」
《講　師》　俳誌「銀化」同人

櫂
かい

　未
み ち こ

知子さん
【選　者】　（敬称略）
　櫂　未知子　石井いさお
　伊藤　政美　北村　保
　橋本　輝久　藤井　充子
　宮田　正和

【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120

2010伊賀市民文化祭イベ
ント

　平成 23 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ので、期間内
に登録申請書類を提出してください。

【受付期間】
　11月 15日㈪～ 22日㈪
　午前９時～午後５時
※申請書類はいがっこ給食センター
　夢に設置していますので、11 月
　10 日㈬までにお越しください。

【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・精麦）
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・精麦）にかかる登録に
　は別途条件が追加されます。条件
　など詳細はお問い合わせください。

【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


