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上野図書館
リサイクルフェア

お知
らせ
お知
らせ

廃棄した本や雑誌をお譲りします。
【と　き】
　７月５日㈯・６日㈰
　午前 10 時～午後５時

【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室
※なくなり次第終了します。
※本や雑誌の予約・案内はできません。

【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　63,966,460 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
５月 27 日）　⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】　本庁舎玄関
ロビー・厚生保護課・各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

お知
らせ
お知
らせ

　一人で悩まずに、同じ病気の人の
話を聞いたり、お互いの悩みを話し
たりしませんか。

【と　き】
　7 月 3 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
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

「子どもの人権110番」
強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　学校での「いじめ」や、家庭内で
の「児童虐待」など、子どもをめぐ
るさまざまな人権問題の解決を図る
ため、全国一斉「子どもの人権 110
番」強化週間を実施します。
◆子どもの人権110番
　☎ 0120-007-110
　　（フリーダイヤル）

【と　き】　６月 23 日㈪～ 29 日㈰
　平日：午前８時 30 分～午後７時
　土・日曜日：午前 10 時～午後５時

【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、教育相
談を実施します。

【と　き】　７月 22 日㈫・25 日㈮・
28 日㈪・29 日㈫
　午前９時～午後５時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階会議室

【申込受付期限】
　６月 26 日㈭
※お子さんが幼稚園・保育所（園）・
　小学校に通っている場合はそれぞ
　れの園・所・学校を通じてお申し
　込みください。

【申込先・問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290

教育相談を受けませんかお知
らせ
お知
らせ

無料クーポンが届いたら
乳がん検診を受けましょう

お知
らせ
お知
らせ

　今年満 40 歳を迎える女性などに
乳がん検診の無料クーポンを送付し
ています。
　検診は、資格を持った女性技師に
よるマンモグラフィー（直接撮影・
デジタル方式）です。ぜひ受診して
ください。
　先着順で、予約が必要です。

【クーポンが利用できる期間】
　７月１日㈫～平成 27 年３月 31
日㈫　※年末年始を除く。
○平日：午前９時～ 11 時 30 分
　午後１時 10 分～４時
○土曜日：７月 12 日・８月２日・
　　　　　９月６日
　午前９時～ 11 時 30 分
　午後１時 30 分～３時 30 分　　　　　

【問い合わせ】
　伊賀市健診センター
　☎ 24-1186　ＦＡＸ 24-1123

裁判員制度の実施状況お知
らせ
お知
らせ

　2009 年（平成 21 年）に始まっ
た「裁判員制度」では、平成 25 年
12 月までに 6,060 人の被告人に判
決が言い渡され、その間で選任され
た裁判員の数は 34,896 人、補充裁
判員の数は 11,929 人でした。裁
判員裁判の対象となった事件の多く
は 4 日前後で終了しています。
　また、裁判員裁判に参加した人の
意識は、選ばれる前は「やりたく
ない」が 51.4% でしたが、参加し
た後は「よい経験」と感じた人が
95.3％となっており、「普段経験で
きない貴重な経験だった」「社会の
ことを考えるきっかけになった」「裁
判や裁判所が身近に考えられるよう
になった」などの感想が寄せられま
した。
　詳しくは裁判員制度のウェブサイ
ト（http://www.saibanin.courts.
go.jp/）に掲載されています。

【問い合わせ】
　津地方裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4172
　ＦＡＸ 059-224-8495
　http://www.courts.go.jp/

≪裁判所職員採用一般職試験≫
（高卒者試験）

【受付期間】
　7 月 15 日㈫～ 24 日㈭
　詳しくはお問い合わせいただ
くか、裁判所ホームページで確
認してください。

　広報いが市６月１日号 19 頁に掲
載した健康体操講座「気のめぐりと
健康」に、誤りがありました。
　お詫びして訂正します。

《誤》三重県盲学校
《正》三重県立盲学校
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※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。

　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。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

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

募
　
集
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　阪神淡路大震災のとき、耳の不
自由な両親を手話で支えた小学校
６年生の少女が、手話と歌を使っ
た“サインシンガーソングライター

“という独自のジャンルを確立。歌
声や手話で多くの人に温かい気持
ちを届けてくれます。

【と　き】
　7 月９日㈮　午後 7 時 30 分～

【ところ】
　ライトピアおおやまだホール

【講　師】　渡辺　りえこさん

【内　容】　トーク＆ライブ
　「共に生きていこうとする気持ち」
※磁気誘導ループを設置します。
※託児があります。事前に予約して
　ください。

【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

ライトピアおおやまだ
人権フェスティバル

催し 　

●７月 17日（木）
　午前９時 10分～ 10時 30分
　大山田保健センター

献血のご案内
●７月 14日（月）
　午前 10時～ 11時 30分
　午後１時～４時
　アピタ伊賀上野店

男女共同参画パネル展
　６月 23 日から 29 日の１週間は、

「男女共同参画週間」です。
　女性も男性も、ともに支え合い、
さまざまな場面で個性や能力を発揮
できる「男女共同参画社会」の実現
に向け、市民の皆さんに理解を深め
ていただくためのパネル展を開催し
ます。

【と　き】
　６月 23 日㈪～ 29 日㈰
　午前９時～午後５時

【ところ】
　いがまち公民館　ホール入口

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

催し

【と　き】
　６月 24 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター

【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料、家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　上野図書館が所蔵している江戸時
代の資料「伊水温故」が三重県有形
文化財に指定されたことを記念し
て、写真や関連資料で企画展を開催
します。
　伊水温故は伊賀国内の神社、仏閣、
史跡を網羅し、その由来縁起、伝説
などを江戸時代の伊賀の文学者「菊
岡如幻」が詳細に記したものです。
　また、この展示の解説も行います。

【展示期間】
　６月４日㈬～７月 30 日㈬

【ところ】
　上野図書館　２階展示コーナー
≪展示の解説≫　※事前申込不要

【と　き】　７月 13 日㈰
　午前 10 時 30 分から１時間程度

【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室

【解説者】
　伊賀古文献刊行会委員
　増田　雄さん

【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

歴史企画展
≪伊

い す い

水温
う ん ご

故と菊岡如
じ ょ げ ん

幻≫
催し

　「いつまでも元気でいたいけれど
体力に自信がない」「運動したいけ
れど、みんなについていけるか不安」
という人におすすめです。

【と　き】　7 月 2 日㈬・18 日㈮、8 月
6 日㈬・22 日㈮、9 月 3 日㈬・19 日㈮、
10 月 1 日㈬・17 日㈮、11 月 5 日㈬・
21 日㈮、12 月 3 日㈬・19 日㈮
　午後１時 30 分～２時 45 分

【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」

【対象者】
　体力に自信のない 60 歳以上の男女

【内　容】　60 歳以上の人が特に気
をつけたい健康についての講話
　家でも取り組める簡単な運動など

【参加費】　まめの館利用料　300 円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。

【定　員】　15 人
【受付開始日時】
　6 月 19 日㈭　午前 8 時 30 分

【申込先 ･ 問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196

60歳からの
プチボディメンテ教室

募集

　「からだのなかから美しく」をコ
ンセプトに、インナーマッスルを鍛
え、やせやすく、太りにくい体づく
りをめざしませんか。

【と　き】　いずれも金曜日
　７月４日・11 日・25 日、８月
15 日、9 月５日・12 日・26 日
　午後 1 時 30 分～ 3 時

【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」

【対象者】　市内在住の 20 歳以上
65 歳までの人

【内　容】　アロマを使ったストレッ
チやヨガなどでリラックス。脂肪を
燃焼しやすい体づくりをします。

【参加費】　まめの館利用料　300 円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。

【定　員】　15 人
【受付開始日時】
　6 月 20 日㈮　午前８時 30 分

【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196

be・美トレ教室募集

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

び び


