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9月１0日は「下水道の日」

下水道は、私たちが日常使う洗濯
やお風呂、台所やトイレからの汚れ
た水を、下水道管を通して下水処理
場へ運び、微生物などの働きを利用
してきれいな水にして自然に還元し
ています。
また、雨が降ったときには、雨水
管を通して雨水を速やかに川などに
流し、浸水から街を守っている地域
もあります。
このように下水道は、私たちの快
適で衛生的な生活を確保するととも
に、河川などの公共用水域の水質保
全に大きな役割を担っています。
その下水道施設を長く、快適にお
使いいただくため、次のことにご注
意ください。
①油を流さない。
②自然にやさしい洗剤を使う。
③髪の毛など、排水管が詰まる
ようなものを流さない。
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起業のお手伝いをします

ゆめテクノ伊賀では、起業後間も
ない人やこれから起業を考えている
人などが、会社を経営するために必
要なアドバイスやお手伝いをします。
【主なサービス】
○インキュベーションマネージャー
と呼ばれる企業支援のための専門
家や、知的財産コーディネーター
を（いずれも非常勤で）配置して
いて、経営などに関する助言が受
けられます。
○技術開発・経営・マーケティング
などに関するアドバイスのほか、
随時各種専門家紹介サービスやセ
ミナーなどが受けられます。
○研究室や分析室などを活用するこ
とができます。
（別途許可が必要です。）
○インキュベーション室を利用する
人は、施設の所在地を法人の所在
地として法人登記ができます。
（た
だし、住民票の住所地にはできま
せん。）
【申込先・問い合わせ】
ゆめテクノ伊賀
☎ 41-1061 ＦＡＸ 41-1062
商工労働課
☎ 43-2306 FAX 43-2311

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。
【と き】 9 月 5 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
※参加申し込み不要
【問い合わせ】
三重県がん相談支援センター
☎ 059-223-1616

「あんしん・防災ねっと」

携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
URL http://www.anshin-bousai.net/iga/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを
読み込んで登録できます。
QR コード

▲

「下水道の日」を機に一人ひとり
が心がけましょう。
【問い合わせ】
下水道課
☎ 43-2318 ＦＡＸ 43-2320
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【問い合わせ】 総合危機管理室
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

原 発 について勉強してみませんか？
環境セミナー受講者募集

◆と き
8 月 25 日㈰ 午後 2 時～ 4 時
◆ ところ ゆめぽりすセンター 1 階会議室 1

環境ツアー参加者募集

◆ と き 9 月 29 日㈰
◆ ところ
美浜原子力 PR センター（福井県三方郡美浜町）
◆ 内 容 PR センターの館内見学
◆ 参加費
大人：2,000 円 中学生以下：1,000 円
◆ 定 員 40 人 ※先着順
◆ 受付期間 8 月 15 日㈭～ 9 月 10 日㈫
◆ その他 食事代や観光に伴う経費は各自負担

≪ 申込先・問い合わせ ≫

◆内
◆講
◆定

容
師
員

原発学習会
伊賀市環境保全市民会議会員
20 人 ※先着順

◆ 申込方法
平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までに
電話でお申し込みください。
※雨天決行。場合によっては内容が変更または中止
になることがあります。
※集合時間・場所などは、申し込み時にお知らせし
ます。
※小学生以下は保護者同伴

環境政策課

☎ 20-9105

ＦＡＸ 20-9107

市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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献血のご案内
●９月 25 日（水）
午後 0 時 45 分～ 4 時
阿山保健福祉センター
お知
らせ

要約筆記奉仕員を派遣します

要約筆記奉仕員は、社会生活など
におけるコミュニケーションを文字
にして伝えます。
※手話通訳者の派遣事業も行ってい
ます。
【派遣対象】
聴覚障がい、音声・言語機能障が
いの手帳をお持ちで、 社会生活をす
る上で必要なことがらについて、意思
を伝えるための仲介をする人がいな
い場合
※平成 25 年４月から、制度変更に
伴い、難病患者で同等の障がいが
認められれば派遣対象となること
があります。詳しくはお問い合わ
せください。
【派遣地域】 市内（原則）
※利用料は無料です。病院やそのほ
かの施設で駐車料金などが必要な
場合は、依頼者負担となります。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

いがまち人権センターでは、毎月、
希望される場合はお問い合わ
人権・平和・環境に関わる情報を発
せください。
信しています。
【問い合わせ】 障がい福祉課
【と き】
９月 11 日㈬～ 26 日㈭
☎ 22-9657 FAX 22-9662
午前９時～午後５時
お知
※土・日曜日、祝日を除く。
らせ 東日本大震災 被災地への
【ところ】
義援金 受け入れ状況
いがまち人権センター
【義援金総額】
63,669,692 円
【内 容】
９月は「メディア・リテラシーと （平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
７月 25 日）
インターネット上の人権侵害」を題
⇒日本赤十字社へ送金
材にパネル展を行います。
※お寄せいただいた義援金は、日本
メディア・リテラシーとは、情
赤十字社を通じて、被災された方々
報を正しく利用することをいいま
にお届けします。 今後ともご協力
す。さまざまな情報があふれる中
をよろしくお願いします。
で、偏った情報や誤った情報を事実
ととらえて信じてしまうことのない 【義援金箱の設置場所】
本庁舎玄関ロビー
よう、正しい知識を持ちましょう。
厚生保護課・各支所
またインターネット上での人権侵
【問い合わせ】
害についても取り上げます。
厚生保護課
【問い合わせ】
☎ 22-9650
いがまち人権センター
ＦＡＸ 22-9661
☎ 45-4482
ＦＡＸ 45-9130

︵柘植中学校３年生︶
曽根 礼智
︵島ヶ原中学校２年生︶

優花

松本 奈緒
︵阿山中学校１年生︶

西田

︵大山田中学校３年生︶
本田 果穂

︵青山中学校２年生︶

・９６６１

社会を明るくする運動
作文コンテスト

市内の中学生を対象とした

作文コンテストを行い︑審査
の結果 点の作品が入賞しま
した︒応募された作品は︑自

分たちの体験を通して明るい
社会についての考えが素直に
表現され︑未来への展望を感

じさせるものでした︒
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〜 審査結果︵敬称略︶〜
︻最優秀賞︼
前川 華穂
︵崇広中学校３年生︶
︻優秀賞︼
曽我 沙央
︵上野南中学校３年生︶
岡村 いつき
︵城東中学校１年生︶
藤森 涼太
︵霊峰中学校３年生︶
︻奨励賞︼
川崎 こころ
︵緑ケ丘中学校１年生︶
中村 有佐

︻問い合わせ︼ 厚生保護 課 ☎ ・９６５０

22

ＦＡＸ
22

いがまち人権パネル展
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広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
URL http://www.city.iga.lg.jp/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを読
み込んでアクセスできます。

▲

QR コード

【問い合わせ】 秘書広報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

募集

高齢者の雇用・就業を
支援する技能講習会

55 歳以上で仕事を探している人
を対象に、次の３コースの技能講習
会を開きます。
①育児サポーター
【と き】 ９月 24 日㈫～ 10 月 16
日㈬のうちの 7 日間
【申込期間】７月 24 日㈬～８月 23 日㈮
②フォークリフト
【と き】 10 月 12 日㈯～ 11 月 22
日㈮のうちの５日間
【申込期間】８月 12 日㈪～９月 13 日㈮
③オフィスクリーニング
【と き】11 月 12 日㈫～ 20 日㈬
のうちの７日間
【申込期間】９月 12 日㈭～ 10 月 13 日㈰
①～③共通
【定 員】 各 20 人
【ところ】
伊賀市シルバー人材センター
（公社）
【申込先・問い合わせ】
伊賀市シルバー人材センター
（公社）
☎ 24-5800 ＦＡＸ 23-2040
【問い合わせ】
商工労働課
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311

いつも人権コラムを
お読みいただき
ありがとうございます

広報いが市７月１日号に、『目
の前の「福島差別」
』と題した記
事を掲載しましたが、がれき問題
に触れるなど、事象の取り上げ方
について、市民の皆さんの誤解を
招く表記がありました。
文章を綴ることの重みをしっか
り認識し、これからも差別をなく
す取り組みを続けていきたいと思
います。
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288

募集

ボランティアスタッフを
募集します

視覚に障がいのある人たちの社会
参加や地域社会での共生の実現をめ
ざし、第 73 回三重県視覚障害者福
祉大会が開催されます。
この大会は、毎年三重県内の市町
で開催されていて、今年はふるさと
会館いがが会場になります。
この大会のお手伝いをしていただ
けるボランティアスタッフを募集し
ます。
【と き】 10 月３日㈭
午前８時 30 分～午後１時 30 分
【ところ】
ふるさと会館いが
【対象者】
16 歳以上で、責任を持って来て
いただける人
※高校生も応募できます。ただし、
保護者の同意が必要です。
【ボランティアの内容】
大会に参加する視覚に障がいのあ
る人を誘導していただきます。（会
場やトイレなど。トイレ内での介助
は不要です。）
【申込方法】 氏名・年齢・連絡先（電
話番号）を記入の上、はがき、ファッ
クス、Ｅメールのいずれかでお申し
込みください。
【申込期限】 ９月 13 日㈮
※昼食は用意します。
※大会前日（10 月２日午後）に同
会場で説明会があります。
詳細は改めて本人に連絡します。
【申込先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662
shougai@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】 秘書広報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

～広報いが市～

９月１日号では「がん検診を受
けていますか」「歯の健康」などを
紹介します。

イベ
ント

小蓑山見送幕完成披露
記念講演会

上野天神祭は伊賀地方を代表する
秋の祭りで、国指定重要無形民俗文
化財に指定されています。
しかし、だんじり幕も長年の使用
で劣化し、順次、復元新調・修理を
行っています。
このたび小玉町だんじり（小蓑山）
の見送幕が新しくよみがえったこと
を記念して講演会を開催します。
【と き】 ９月８日㈰
受付：午前９時 15 分～
開演：午前９時 30 分
～午後０時 30 分（予定）
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階
多目的大研修室
【内 容】
①上野小玉町に伝わる「七福神踊り」
の披露
②講演（講師 幕復元新調監修
藤井 健三さん）
③基調講演（講師 文化庁伝統文化
課主任調査官 菊池 健策さん）
【定 員】 100 人
【申込先・問い合わせ】 文化財室
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290

募集

働くきっかけ作りに
就労体験の場を設けます

働いていない若者の社会的自立の
促進につなげるため、また、働き出
すにあたっての体力・コミュニケー
ション能力などを向上させるため、
水耕栽培などを通した実地訓練を提
供します。
【対象者】
※①～③をすべて満たす人
①市内在住の人
②就労・就学していない 15 歳以上
39 歳以下の人
③自宅と体験場所の往復（家族の送
迎を含む。）が可能な人
【募集人数】 ２人
【体験期間】
８月 19 日㈪～ 10 月 11 日㈮
【体験形態】
原則１日あたり６時間で、週３日
（月・水・金曜日）
【申込先・問い合わせ】
NPO 法人えん
☎ 080-5337-2080
商工労働課
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311

市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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赤ちゃんの健診と相談（９月分）
健診・相談名

１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

健診・相談日

時

間

場

所

９月 ５日（木）

午後 1 時～ 1 時 30 分

青山保健センター

９月 24 日（火）

午後 1 時～ 2 時 30 分

伊賀医師会館

９月 ５日（木）

午後 2 時～ 2 時 30 分

青山保健センター

９月 26 日（木）

午後 1 時～ 2 時 30 分

伊賀医師会館

午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター

９月 6 日（金）
乳幼児相談
９月 10 日（火）
育児相談・栄養相談 ９月 11 日（水）
※母子健康手帳を
９月 17 日（火）
ご持参ください。
９月 19 日（木）
９月 24 日（火）

対象・内容など
身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
１歳９カ月ごろ、３歳児健診は３
歳９カ月ごろまでに通知します。
母子健康手帳をご持参ください。

【問い合わせ】
健康推進課 ☎ 22-9653
青山保健センター
青山保健センター ☎ 52-2280
阿山保健福祉センター
阿山支所住民福祉課
☎ 43-0332
いがまち保健福祉センター いがまち保健福祉センター☎ 45-1015
島ヶ原子育て支援センター 島ヶ原支所住民福祉課 ☎ 59-2163
大山田支所住民福祉課 ☎ 47-1151
大山田保健センター

午前 10 時～ 11 時 30 分
午前 10 時～ 11 時 30 分
午前 10 時～ 11 時 30 分
午前 10 時～ 11 時 30 分
午前 10 時～ 11 時 30 分

子育て支援のための教室・遊び場の開放（９月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育教室「ぱくぱく」

９月 ９日（月）

午前 10 時～ 11 時

施設名

伊賀市保健センター（☎ 22-9653）
今月のテーマ：
「みんなで楽しく遊ぼう」

遊びの教室

①２日㈪・３日㈫・９日㈪・10 日㈫・17 日㈫・18 日㈬・30 日㈪
【誕生会・ふれあいあそび・リズムあそび】
＊すべて午前 10 時～（実費を徴収する場合があります。）
曙保育園『すくすくらんど』
＊ 18 日㈬は親子音楽あそびを予定しています。
曙保育園内
（上野徳居町 3272-2
②４日㈬・７日㈯・11 日㈬・13 日㈮・14 日㈯
☎ 21-7393） 【本とおもちゃルームぐるんぱ】 ＊事前にお電話ください。
＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
※すべて利用料１回 100 円
ゆめが丘保育所
『おひさま広場』５日㈭・６日㈮

午前 10 時～

ゆめが丘保育所内
【親子教室】 友だちとあそぼう
（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955）

①５日㈭ 午後２時～ 【離乳食教室】
（９カ月～ 18 カ月）
② 11 日㈬・17 日㈫・24 日㈫ 午後１時 30 分～２時 30 分
森川病院『エンジェル』
【ベビーマッサージ】
（３カ月～ 12 カ月児）
森川病院内
③ 20 日㈮・27 日㈮ 午後２時～３時
（上野忍町 2516-7
☎ 21-2425） 【エンジェルサークル】 うんどうかい
④ 30 日㈪ 午後２時～４時 【育児なんでも相談】
離乳食・予防接種・育児などの相談、身体計測

遊び場の開放

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時
＊事前にお電話ください。

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

①２日㈪ 午前 10 時 30 分～ （きじが台地区市民センター）
【キラキラ出前講座】 親子ふれあい体操
月～金曜日
ハイトピア伊賀４階
② 27 日㈮ 午後２時～ 【キラキラ Baby】 ベビーマッサージ
午前 9 時～午後 5 時
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）③ 30 日㈪ 午前 11 時～ 【キラキラ公開講座】 ほがらか絵本畑
～しんちゃんの読み聞かせ～（ゆめぽりすセンター）

子育て包括支援センター

① 19 日㈭ 午前 10 時 30 分～ 【絵本の読み聞かせ】
② 30 日㈪ 午前 10 時 30 分～
いがまち保健福祉センター内
【誕生会】 ９月生まれのおともだち
（愛田 513 ☎ 45-1015）
③毎週火曜日 午前 10 時 30 分～・午後２時～
【プレイルームであそぼう】 手づくりおもちゃなど
① 12 日㈭ 【わくわくひろば】 親子ふれあい遊び
島ヶ原子育て支援センター
島ヶ原地区市民センター併設 ② 24 日㈫ 【わくわくひろば】 読み聞かせ
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060） ＊どちらも午前 10 時～
あやま子育て支援センター
18 日㈬ 午後１時 30 分～
いがまち子育て支援センター

阿山保健福祉センター内
【ベビーマッサージ教室】
（３カ月～９カ月児）
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）

大山田子育て支援センター
大山田保育園内
（平田 7 ☎ 47-0088）

青山子育て支援センター

さくら保育園併設
（阿保 1152 ☎ 53-0711）

① 11 日㈬ 午前 10 時 30 分～
【子育て講座】 消防署見学と応急手当て Q&A
② 17 日㈫ 午前 11 時～
【おはなしひろば】 絵本の読み聞かせなど
③ 19 日㈭ 午前 10 時 30 分～
【おたのしみひろば】 リトミックであそぼう
①４日㈬ 午前 11 時～ 【おはなし会】 絵本の読み聞かせ
② 12 日㈭・19 日㈭ ＊どちらも午前 10 時 30 分～
【おともだちあつまれ！】 同学年の交流・手遊び

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合があります
ので事前にお電話くだ
さい。
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

※教室に参加するときの持ち物などは事前にお問い合わせください。
【問い合わせ】 子育て包括支援センター（こども家庭課内） ☎ 22-9665

ＦＡＸ 22-9666

