第６回市民大学講座
教育委員会生涯学習課

【と き】 ８月 日㈰
午後１時 分～３時 分
【ところ】
ゆめぽりすセンター
【内 容】
《 演 題 》『 子 ど も を 支 援 す る
地域教育活動の新たな展開』
《講師》
皇學館大学社会福祉学部
准教授
藤井 恭子さん
【問い合わせ】
教育委員会生涯学習課
☎ ・９６７９

第５回 伊賀市教育研究集会
全体会・記念講演会

【問い合わせ】
伊賀市教育研究会事務局
☎／
・７００４

中学校卒業程度認定試験
教育委員会学校教育課

中学校卒業程度認定試験
は、中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定するため
に国が行う試験です。
合格した方は、高等学校の
入学資格が得られます。
【受験資格】
①病気などやむを得ない事由
により、保護者が義務教育
諸学校に就学させる義務を
猶予または免除された方で
今年度末までに満 歳以上
になる方
②保護者が就学させる義務の
猶 予 ま た は 免 除 を 受 け ず、
かつ、受験しようとする認
定試験の日の属する年度の
終わりまでに満 歳に達す
る方で、中学校を卒業でき
ないと見込まれることにつ
いてやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めた
方
③今年度末までに満 歳以上
になる方
④日本国籍がない方で、今年
度末までに満 歳以上にな

教育委員会学校教育課

三重県立北星高等学校
秋季募集について

る方
【試験科目】
国 語・ 社 会・ 数 学・ 理 科・
英語
【試験日時】 月４日㈬
午前 時～午後３時 分
【試験会場】
三重県庁講堂棟３階
第１３１・第１３２会議室
【出願期間】
８月 日㈮～９月８日㈫
【問い合わせ】
三重県教育委員会事務局
高校教育室
進路指導・入試グループ
☎０５９・２２４・２９１３

教育委員会学校教育課

市立幼稚園 教育実習生
受け入れについて

※転・編入試験も同様
【出願期間】
９月７日㈪～ 日㈪
【試験日】 ９月 日㈬
【合格発表】
９月 日㈮ 午前 時
【その他】
通信制は入学ガイダンスを
８月 日㈰の他、計７日間行
います。詳しくはお問い合わ
せください。
【申込先・問い合わせ】
四日市市大字茂福字横座
６６８・１
三重県立北星高等学校
☎０５９・３６３・８１１１
11

北星高等学校は、午前・午
後・夜間の３部制の定時制と
平日・日曜の両コースのある
通信制を併設し、半年ごとに
単位認定、入学、卒業がある
新しいタイプの学校です。
【募集人数】
・定時制昼間部の普通科・情
報ビジネス科
各４人
・夜間部普通科
２人
・通信制普通科
人
【試験内容】
作文・面接
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ふたば・しろはと両幼稚園
を統合し、平成 年４月から
「桃青の丘幼稚園」を開設し
ます。「桃青の丘幼稚園」では、
平成 年度の教育実習生の受
け入れを行います。
幼稚園教員免許状取得のた
め、平成 年度中に「教育実
習」を希望される方は、８月
日㈮までに教育委員会学校
教育課へ申し込んでくださ
い。なお、定員を超えた場合
は、８月 日㈬に本人または
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代理人の立会いで抽選を行
い、実習生を決定します。
【問い合わせ】
教育委員会学校教育課
☎ ・９６７６

明るく 住み
よい地 域 社 会
を 実 現 するた
め、 私 た ち は
と も に 学 び、
そ して 自 らの
人権意識を
高め、あらゆる差別を撤廃し、
人 権 尊 重の輪 を 大 き く 広 げて
いかなければなりません。
今 年は、落 語と相 撲を愛し、
そして故郷を愛する心豊かな落
語家の桂文福さん一座を講師に迎
え、落語や腹話術などを取り入
れた寄席形式のおもしろくてわ
かりやすい講演会を開催します。
なお、手話通訳を行います。
【と き】 ８月 日㈰
開演午後１時 分
（開場１時）
【ところ】 青山ホール
【演 題】
真の笑いは平等な心から
【問い合わせ】
青山支所人権同和課
☎ ・３２３２

青山支所人権同和課

同和問題講演会
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教育委員会学校教育課

【と き】 ８月 日㈪
【ところ】
伊賀市文化会館さまざま
ホール
【内 容】
・全体会（教育研究会会員対象）
・記念講演会
（一般参加可能）
午後２時 分～４時 分
《 演 題 》『 教 師 と 保 護 者 の い
い関係づくり』
《講師》
大阪大学大学院
お の だ
まさとし
教授 小野田 正利さん
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【工事内容】
吊り天井耐震補強修繕工事
【期 間】
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第 回 い が ま ち 人 権・ 同
和教育研究大会

に関するビデオ視聴ならびに
懇談会
【問い合わせ】
いがまち同和教育研究会
（伊賀支所総務振興課内）
☎ ・９１１１
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いがまち人権センター
﹁人権パネル展﹂の開催
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毎月第３日曜日は、家庭ごみ搬入の日曜受入日です。夏休み
期間中の８月１６日（日）に伊賀南部クリーンセンターの施設
見学会を開催します。
【と き】 ８月１６日（日）
１回目 午前１０時～
２回目 午後 ２時～
【ところ】 伊賀南部クリーンセンター １階ロビー
【内 容】 個人や家族などの少人数グループを対象とします。
見学時間は１時間３０分程度です。
事前に伊賀南部環境衛生組合へ電話でお申し込みください。
【問い合わせ】 伊賀南部環境衛生組合
☎５３－１１２０

いがまち人権センター

展示場所

平成 年 月１日㈫～
平成 年２月 日㈫
※利用者の皆さんにはご迷惑
をおかけしますが、より安
全な施設にリニューアルし
ますので、ご協力をお願い
します
【問い合わせ】
教育委員会スポーツ振興課
☎ ・９６８０

夏休み施設見学会の開催について
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伊賀南部リサイクルプラザ１階 再生品展示コーナー
伊賀南部クリーンセンター内（奥鹿野１９９０番地）
【期 間】 ８月 ２日（日）から３０日（日）
【開札日】 ８月３１日（月）
展示期間 【時 間】 平日・第３日曜 午前９時～午後５時
第１，２，４，５日曜 午後１時～５時
※土曜日は閉館します
販売は入札方式で行い、最高価格の方に販売いたします。
同額の場合は、公開抽選によって決定します。
展示期間中にご来場いただき、欲しい再生品がありました
入札受付
ら、入札票に必要事項を記入の上、入札箱に投函ください。
展示期間終了日の翌日に開札します。同額の商品について
は、開札日の午前１０時から公開抽選を行います。
落札者は、館内への掲示および郵送で通知します。
引渡し
２週間以内に現金と引き換えとし、商品を取りに来てくだ
さい。
粗大ごみの再生品という性質上、品質保証や再生品に起因
する障害について、一切責任を負いません。
その他
自己搬出となりますので、配送はしません。
転売などの営利目的およびお一人での多商品への入札は、
ご遠慮ください。

和都市宣言」を行っています。 ていただきたいと思います。
しかし、現在もなお、世界 【問い合わせ】
的に核兵器が根絶されたとは
いがまち人権センター
言えません。
☎ ・４４８２
パネル展を通じて、核兵器の恐
ろしさ・被爆者の苦しみを感じて
改修工事に伴う体育施設
いただけるのではないでしょうか。
の利用制限について
差別のない社会を目指すた
教育委員会スポーツ振興課
めには、差別に対してひとり
でも多くの方が、正しい知識 【対 象】
をつけ、自分に何ができるか
・阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター
を考えていくことが必要で
アリーナ
す。パネルを通じて人権とは
・大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
どのようなものか改めて考え
アリーナ
伊賀南部リサイクルプラザでは、リサイクル事業として、伊
賀南部クリーンセンターへ粗大ごみとして持ち込まれた木製家
具などの破損部分を修繕し、再生品として展示販売を行います。
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【と き】
８月５日㈬～ 日㈭
土・日曜日を除く
午前９時～午後５時
８月７日㈮は、午後９時ま
で延長
【ところ】 いがまち人権セン
ター ホール
【テーマ】
・原子爆弾広島と長崎の記録
今から約 年前、人類史上
初の原子爆弾が投下されまし
た。８月６日午前８時 分に
は広島へ、８月９日午前 時
には長崎へ原子爆弾が投下さ
れ、一瞬にして多くの尊い命
が奪われ、また、生き残った
被爆者の多くは今も苦しんで
います。
伊賀市では、合併当初から
二度と戦争の過ちを繰り返さ
ないことや全世界の恒久平和
を望むことを目的に「非核平
60

伊賀支所総務振興課

いがまち同和教育研究会で
は、
「差別の現実から深く学
び、未来を保障する教育を確
立する」ことをめざして、第
回いがまち人権・同和教育
研究大会を開催します。
◆全体会
【と き】 ８月 日㈮
受付：午後６時 分～
開会：午後７時 分～
【ところ】 ふるさと会館いが
大ホール
【内 容】
開会行事および講演会
▼講演会：宮崎保さん・森本
おりえさんによる歌＆ピアノ
＆トーク「ちょっと 心を か
してくれませんか」
◆分科会
【と き】 ８月 日㈯
受付：午前８時 分～
開会：午前９時～
【ところ・内容】
○第一会場：いがまち公民館
ホール モデル地区懇指定区
（中出区、南出区）
・伊賀支所
人権啓発推進本部・霊峰中学
校からの報告会
○第二会場：霊峰中学校・西
柘植小学校各教室 同和問題

再生品展示販売のご案内
第1回
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