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お知
らせ

第 36 回いがまち
人権・同和教育研究大会

部落差別をはじめ、あらゆる差別
のない地域社会をめざし、すべての
市民の人権が保障される、明るく住み
よい社会の実現のため、いがまち人
権・同和教育研究大会を開催します。
《全体会・講演会》
【と き】 ８月 19 日㈮
《受 付》 午後７時～
《開 会》 午後７時 30 分～
【ところ】 ふるさと会館いが大ホール
【演 題】「48 年目の真実」
【講 師】 石川 一雄さん
《分科会》
【と き】 ８月 20 日㈯
《受 付》 午前８時 30 分～
《開 会》 午前９時～
◦第１分科会
【ところ】 いがまち人権センター
【内 容】 西柘植地域まちづくり協
議会・西柘植小学校・㈱共同技術コ
ンサルタントの報告
◦第２分科会
【ところ】 柘植中学校各教室
【内 容】
ビデオ視聴と意見交換会など
【問い合わせ】
いがまち同和教育研究会事務局
（伊賀支所住民福祉課内）
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120
お知
らせ

まめの館体力測定会

自分に合った運動を知るため体力
測定をしてみませんか。
【と き】 ９月９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
【内 容】
◦握力・前屈・全身反応時間など全
8 項目
◦運動のワンポイントレッスン
【定 員】 15 人 ※先着順
【費 用】 300 円
※まめの館利用料
【受付開始日】
８月 19 日㈮
【注意事項】
まめの館を初めて利用する人は、
事前に施設の利用説明会を受けてく
ださい。
【申込先 ･ 問い合わせ】
島ヶ原支所住民福祉課
☎ 59-2163 ＦＡＸ 59-3196

お知
らせ

上野同和教育研究協議会
第 26 回研究大会

「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、第 26 回研究大会を開催します。
《全体会・講演会》
【と き】
９月３日㈯
《受 付》
午前９時 20 分～ 45 分
《全体会》
午前９時 45 分～ 10 時 30 分
《講演会》
午前 10 時 30 分～ 12 時 10 分
【ところ】
伊賀市文化会館 さまざまホール
【演 題】
「母（人権の詩人・江口いと）の
生きざまを受け継いで」
【講 師】
愛媛県人権対策協議会 副会長
江口 久さん
《分科会》
【と き】
９月３日㈯
午後１時 40 分～４時 10 分
【ところ】
《分科会１》 崇広中学校 崇広ホール
《分科会２》 寺田市民館 ホール
《分科会３》
ゆめぽりすセンター 大会議室
【問い合わせ】
上野同和教育研究協議会事務局
☎／ＦＡＸ 26-7677
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ひゅーまんフェスタ 2011
3 部作「戦争を聴くⅠ」

今年から 2013 年にかけて１年
に１回、アジア・太平洋戦争（1941
～ 1945 年）について考える講演
会を開催します。あの戦争は私たち
にとって何だったのか、今の私たち
にどのような影響を与えているのか
について考えます。
【と き】 ９月 10 日㈯
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
ヒルホテル サンピア伊賀 ４階
白鳳の間
【テーマ】
開戦に至った経緯や戦争初期の頃
について
【演 題】
「いま、なぜ戦争の時代と向きあ
うのか」
【講 師】
一橋大学大学院 教授
吉田 裕さん
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649
お知
らせ

人権パネル展

【と き】 ９月６日㈫～ 16 日㈮
午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】 いがまち人権センター
【内 容】 アウシュビッツ全記録
アウシュビッツは第二次世界大戦
中、人種差別政策によって生み出さ
れた大規模強制収容所です。罪のな
い多くの尊い命が国の政策によって
奪われたことなど、非人道的な行為
お知
らせ 獣害について考えよう
が当時のゆがんだ思想を物語ってい
９月は「野生鳥獣による農林水
て、「人類が二度と繰り返してはな
産物への被害について考える月間」 らない 20 世紀の負の世界遺産」と
です。それに伴い、「野生獣による
して私たちに強烈なメッセージを発
農林産物への被害について考える
信し続けています。
フォーラム」を開催します。
【問い合わせ】
【と き】
いがまち人権センター
９月 15 日㈭・16 日㈮
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
【ところ】
ね む
さと
合歓の郷
「広報いが市」の点字版・録
（志摩市浜島町迫子 2692-3）
音版を発行しています
【内 容】
希望される場合はお問い合わ
講演会・鳥獣害対策資材の製品展
せください。
示など
【問い合わせ】 障がい福祉課
【問い合わせ】
三重県農水商工部農山漁村室
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
☎ 059-224-2017
市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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募集

障がい者パソコン教室

障がいのある人がパソコン操作を
習得し活用することで社会参加の促
進を図り、就労機会を広げるため、
障がい者パソコン教室を開催しま
す。
市内で IT を活用した障がい者の
能力開発や働く場の提供を目的とし
て活動している事業所から、障がい
のある人自身が講師として指導にあ
たります。
【と き】
◦Ａ日程 ※毎週木曜日
９ 月 15 日・22 日・29 日、10
月６日・13 日・20 日
◦Ｂ日程 ※隔週月曜日
９月 12 日・26 日、10 月 17 日・
31 日、11 月 14 日・28 日
《午前の部》 午前 10 時～正午
《午後の部》
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
NPO 法人アイコラボレーション
伊賀 丸之内事務所
（上野丸之内 23 番地）
【対象者】 市内に在住し、障がい者
手帳をお持ちで、一般のパソコン教
室に参加することが困難な人
【内 容】
Word の使い方 ※初心者向け
【使用システム】
Windows Vista（Word2007）
【定 員】 ※各日程とも
午前の部：５人
午後の部：５人 計 20 人
【受講料】 1,800 円（全６回）
※テキスト代別途必要です。
【申込締切日】 ９月２日㈮
【申込先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662
各支所住民福祉課

～広報いが市～

９月１日号では「伊賀市民スポーツ
フェスティバル」などを紹介します。

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

お知
らせ

お詫びと訂正

「平成 23 年度伊賀市職員募集要
項」の６ページ中段付近と広報いが
市８月１日号「平成 24 年度採用予
定の市職員を募集します」に誤りが
ありました。正しくは次のとおりで
す。お詫びして訂正いたします。
◇初任給（行政事務職の一般的な例）
大学卒 172,200 円
短大卒 152,800 円
高校卒 140,100 円
【問い合わせ】 人事課
☎ 22-9605 ＦＡＸ 22-9628
イベ
ント

伊賀焼と阿山の里めぐり
〜オカリナコンサート
in 陽夫多神社〜

お知
らせ

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。

伊賀焼陶芸体験・オカリナコン
サート・地元食材を使った昼食など、
素敵な時間を過ごしませんか。
【と き】 ９月 23 日（金・祝）
①油を流さない。
午前９時～
②自然にやさしい洗剤を使う。
【集合場所】 阿山支所正面玄関
③髪の毛など、排水管が詰まる
【定 員】 60 人 ※先着順
ようなものを流さない。
【参加費】 3,000 円
「下水道の日」を機に一人ひとり
【申込期限】 ８月 31 日㈬
が心がけましょう。
【申込先・問い合わせ】
【問い合わせ】
伊賀市商工会
下水道課
☎ 45-2210 ＦＡＸ 45-5307
☎ 43-2318
ＦＡＸ 43-2320
募集 中途視覚障がい者

歩行訓練教室

お知

子宮頸がん予防ワクチンの

らせ
人生の中途で視覚障がいとなった
供給再開について
人を対象に、生活訓練・指導の一環
として歩行訓練教室を開催します。
子宮頸がん予防ワクチンは、ワク
【と き】 ９月 18 日㈰
チンの供給量が十分でなかったこと
①午後１時～ ②午後２時～
から、初回の接種対象者への接種を
※１時間程度
差し控えていましたが、その後、供
【ところ】 伊賀市盲人ホーム
給量の確保ができたことにより、高
（上野寺町 1184-2）
校 1・２年生相当の人への接種を順
【内 容】 白杖を使っての歩行訓練
次再開してきたところです。
（歩行訓練士によるマンツーマン指導）
この度、厚生労働省よりさらなる
※視覚障がい者用日常生活用具の展
供給量の確保ができたと通知があり
示も行います。
ましたので、７月 20 日より順次、
【募集人数】 ２人
中学１～３年生相当の人にも接種を
※各時間帯①②に１人ずつ
再開することができるようになりま
※先着順ですが、申込多数の場合は、 した。接種を希望する人は指定医療
初めての人を優先します。
機関にお問い合わせの上、予約して
【申込期限】 ９月 10 日㈯
接種してください。
【申込先・問い合わせ】
【問い合わせ】
三重県視覚障害者支援センター
健康推進課
担当：川北
☎ 22-9653 ＦＡＸ 26-0151
☎ 059-213-7301

