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おもてなし力・人間力を学ぶ
～着地型観光講演会～

お知
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【伊賀・名張地域で保健所に引き取られた数（平成 23年度）】
区　分 犬（子犬） 猫（子猫）

飼い主からの引き取り希望 31（１） 58（47）
飼い主不明（野良などを捕獲） 23（11） 233（187）

計 54 291

９月 20日～ 26日は動物愛護週間です　
～ペットの終生飼育について～

　動物を飼う場合、三重県動物の愛護及び管理に関する条例により、終生飼育することが
飼い主に義務付けられています。しかし残念ながら、表のとおりたくさんの犬と猫が保健
所に引き取られています。ペットを飼っている人は、その数をコントロールし、最後まで
世話をする責任があることを自覚しましょう。

【野良猫・捨て猫】
　飼い主不明の猫の数が極端に多く、また子猫がそ
のほとんどを占めています。飼い主が、自らの飼い
猫が産んだ子猫を捨てたり、野良猫が自然繁殖した
り、さまざまなケースが考えられますが、もともと
の原因は飼い猫の自然繁殖にあります。不妊・避妊
手術を施し、無計画な繁殖をさせないことが飼い主
に求められます。また、ペットを家から外に出さな
い屋内飼育も有効な方法です。
【飼い主からの引き取り希望】
　さまざまな飼い主の事情により、保健所に預けら
れる犬・猫がいます。飼い主が高齢のためや、マン 【問い合わせ】　市民生活課　☎22-9638　℻   22-9641

　観光客や旅行者を受け入れる地域
が自分たちの持つ地域資源を生かし
て企画する地元ツアー「着地型観光」
を進め、地域の活性化につなげてい
くためには「人間力」「おもてなし力」
が必要となります。
　そこで、おもてなしの心の醸成や
受入体制の一層の向上を図るため、
講演会を開催します。
　観光関係者だけではなく、地域の
皆さんやおもてなしに興味をお持ち
の人の多数のご参加をお待ちしてい
ます。
【と　き】　９月 21日㈮　午後７時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【演　題】
　～おもてなし力・人間力を学ぶ～
「心の接客で観光産業が変わる　ホ
スピタリティ向上術！」
【講　師】
　㈱観光ビジネスコンサルタンツ　
　代表取締役社長　西川　丈次さん
※事前の申し込みが必要です。
【申込先・問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2309
　℻   43-2311

秋の全国交通安全運動実施！
【期　間】
　９月 21日～ 30日
【運動の基本】
○子どもと高齢者
　の交通事故防止
【運動の重点】
○夕暮れ時と夜間
　の歩行中・自転
　車乗用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチ
　ャイルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶

交通事故死ゼロを目指す日
　9月 30 日は交通事故死ゼロを
めざす日です。記録の残る昭和
43 年以降、毎日、全国のどこか
で交通死亡事故が発生していま
す。一人ひとりが交通ルールを守
りましょう。
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「ハイトピア伊賀の紹介」
などをお送りします。

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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　建築基準法上の道路（指定道路）
について、道路台帳作成のため、現
地調査を行います。
【と　き】
　９月３日㈪～平成 25 年２月 28
日㈭
【対象地区】
　市内都市計画区域内の建築基準法
上の指定道路
【内　容】
　調査員が現地確認と写真撮影、現
況幅員の計測などを実施します。
　調査員は「測量調査中」と書かれ
た腕章を付け、身分証明書を携帯し
ています。
※この調査は、道路現況の調査であ
　り、用地の境界を決めるものでは
　ありません。
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2316　℻   43-2324

　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　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください

ションに引っ越して飼えなくなるなどの理由が多く
を占めています。やむをえず飼えなくなった場合は、
自ら責任を持って新たな飼い主を探しましょう。
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■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286 ℻   47-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。

友だちのことを大切に思う気持ち　－島ヶ原保育所－

　保育室からＡちゃんの大きな泣き声が響いてきまし
た。「Ｂちゃんに叩かれた。」と泣きじゃくりながら言
います。Ｂちゃんの話をよく聞いてみたところ、Ａちゃ
んがＣちゃんを叩いていたからだと主張します。Ｃちゃ
んは、「やめて。」と言ったけれどＡちゃんは止めなかっ
たため、それを見ていたＢちゃんが間に入りＡちゃん
を叩いたという経緯があったと聞きました。もちろん
叩くという行為はしてはいけないことですが、Ｂちゃ
んの友だちを思う気持ちは大切にしたいと思い、３人
の子どもたちとしっかり話し合いました。
　最後はお互いに納得し、また一緒に遊びだしました。
双方の気持ちの行き違いが原因の友だち同士のトラブ
ルは日々の生活の中で多く見られます。
　子どもたちのいじめや事件などから見えてくる他者
を攻撃する行為は、自尊感情の欠如から生まれると言

われています。保育所では『自分が好き。友だちが好
き。』そんな自尊感情豊かな子どもたちに育ってほしい
と願っています。
　先日もプールで遊んでいた子どもから、水に顔をつ
けて泳いでいる姿を見て「すごいなあ。」と友だちを褒
める言葉が聞こえてきました。友だちのことを認め合
えるって素敵だなあと心があたたかくなりました。
　大人社会で過ごしていると私たちの感覚はマヒして
いるように感じることがあります。私も長いものに巻
かれる考えがあるように思います。相手のことを大切
に思う気持ち、大切に思われる気持ちを大人も子ども
も、そして私自身も育んでいきたいものです。
　今後も子どもたち一人ひとりの笑顔が輝き、たくさ
んの友だちと一緒に過ごす楽しさや仲間とのつながり
が感じられるような保育をしていきたいと思います。

　平成 21年に始まった『裁判員制
度』は、今年の５月までに選任され
た裁判員の数が全国で 21,944 人、
補充裁判員の数が 7,630 人でした。
　今年の５月までに判決が言い渡
された裁判員裁判対象事件のうち、
61.2％が４日以内で終了しています。
　また、裁判を経験した人の95.4％
が「社会のことを考えるようになっ
た」「貴重な体験だった」「裁判を身
近に考えられるようになった」など、
よい経験と感じたと述べています。
　裁判員制度の運用状況や、裁判員
を経験された人の声など詳しくは
ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　津地方裁判所総務課
　☎ 059-226-4172
　　http://www.saibanin.courts.
　go.jp/

「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　℻   22-9662

人材バンクに登録しませんか？募集

　男女共同参画人材バンクは、性別
にかかわらず、いろいろな能力や資
格を持つ人材を集めて登録し、各種
審議会など委員や地域での講演会の
講師など、その人材を活用できる場
を提供します。あらゆる分野におい
て、男女が参画できるよう支援して
いくのが目的です。
【登録できる人】
①～④のいずれかに該当する人
①市内に在住・在勤または、団体の
　活動拠点がある人
②市政に関心があり、地域の発展に
　熱意を持って貢献できる人
③あらゆる分野で専門的な知識や活
　動実績のある人、有識者や資格保
　有者
④男女共同参画社会実現に関心がある人
【登録方法】
　人権政策・男女共同参画課にある
申請書に必要事項を記入の上、ご提
出ください。申請書は市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
【申請先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632
　℻   22-9666

産後ママのリフレッシュタイム募集

　日常の子育てから少し離れて、イ
ンストラクターの指導のもとヨーガ
を体験しませんか。出産後の骨盤や
腹筋の回復を促し、産後の体型が戻
りやすくなるといわれています。　
育児による腰痛や肩こりなどを軽く
し、心身ともにリラックスしてみま
せんか。
【と　き】
　９月 21日㈮　午前 11時～正午
【ところ】
　青山保健センター運動施設
【対象者】
　産後３カ月～ 1年までの母親
【内　容】　ヨーガ
【定　員】　15 人　※先着順
※託児も受け付けています（要予約
　定員 6人）
【参加費】　500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
　講習会を受講してください。
　詳しくはお問い合わせください。
【持ち物】
　室内用運動靴・運動できる服装・
飲み物
【申込受付開始日】　９月５日㈬
※電話でお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター
　☎ 52-2280
　℻   52-2281

裁判員裁判の実施状況お知
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