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男女共同参画連携映画祭

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
いという人もぜひご参加ください。
【と　き】　５月 30 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　青山保健センター　プレイルーム
【内　容】
　講話・調理実演見学「離乳食初期
～完了食」、栄養相談
※申込不要
【持ち物】　母子健康手帳
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

離乳食教室募集

『メリダとおそろしの森』を上映します

【と　き】　６月 15 日㈯　午後１時 30 分（開場）　午後２時（開演）
【ところ】　ふるさと会館いが　大ホール
【上映作品】　『メリダとおそろしの森』
【定　員】　550 人
※入場には整理券が必要です。整理券は５月 15 日から、
　男女共同参画センター・各支所住民福祉課で配布します。
※託児（無料）があります。詳しくはお問い合わせください。
　○申込期間：５月 15 日㈬～６月７日㈮
　○定　員：10 人程度
【整理券配布場所・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）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ  22-9666

　６月の男女共同参画週間にあわせ、県内の男女共同参画センター５館と 22 市町が
連携し、三重県内男女共同参画連携映画祭 2013 を開催します。

　集団予防接種により B 型肝炎ウ
イルスに感染した人に、国から給付
金が支給されます。
　この支給にあたり、説明会と専門
医による講演会を開催します。
【と　き】　6 月 22 日㈯
○講演会
　午後１時 30 分～２時 30 分
○給付金の説明・個別相談会
　午後２時 45 分～４時 30 分
【ところ】
　津商工会議所　５階会議室
　（津市丸之内 29-14）
【定　員】　135 人
　※申込不要
【問い合わせ】
　全国 B 型肝炎訴訟名古屋（愛知・
岐阜・三重）弁護団
　☎ 052-961-0788
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

Ｂ型肝炎ウイルス感染者への
給付金説明会と講演会

募集

～広報いが市～
　6 月１日号では「住み慣れた
まちで、安全に、安心して暮ら
していくために」「集団がん検
診・若年者健診のお知らせ」な
どを紹介します。

【と　き】
　６月２日㈰　正午～午後４時
【ところ】　島ヶ原会館 ふれあいホール
【内　容】　サークル活動などの発表
（大正琴・カラオケ・コーラス・ダ
ンス・伝統音楽など）
【問い合わせ】
　島ヶ原公民館　☎ 59-2291
　ＦＡＸ  59-2574（島ヶ原会館）

島ヶ原文化サークル
まつり（演芸会）

イベ
ント

　広報いが市５月１日号で、５月
25 日の開催をお知らせした「笠取
山分屯基地開設 57 周年記念行事」
は延期になりました。イベントを楽
しみにされていた皆さんにお詫びを
申し上げます。
【問い合わせ】　航空自衛隊笠取山分
屯基地総務人事班
　☎ 059-252-1155

笠取山分屯基地開設57周年
記念行事を延期します

お知
らせ
お知
らせ

　

●６月５日（水）
　午後２時 30 分～ 4 時
　Ａコープ青山店

献血のご案内「あんしん・防災ねっと」　　

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 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
すると、緊急情報メールが届きま
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　

▲

URL



「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　ＦＡＸ 22-9662
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　市では同和問題の解消に向けた取
り組みを進めています。そのひとつ
として、教育格差を是正し、部落解
放を担う人材を育成する目的で奨学
金を支給します。
　なお、支給は所得審査や奨学金支
給選考委員会を経て決定します。
【対象者】
　次のすべてに該当する人
①修学のため住所異動した場合を除
　き、本人・保護者とも市内に住所
　があり、選考委員会において同和
　地区関係者などと認定される人
②高等学校や専門学校、大学などに  
　在学する人
③申請者と生計を同一とする父母ま
　たは保護者の所得の合計が、高校
　などに在学する申請者では年間で
　250 万円以下、大学などに在学
　する申請者では年間で 450 万円
　以下である人
【支給額】
○高等学校やそれに該当する高等専
　修学校など：8,000 円／月
○大学・短期大学、専門学校など
　国公立：10,000 円／月
　私　立：12,000 円／月
【必要書類】
①同和奨学金支給申請書
②高校または大学などの在学証明書
③住民票（世帯全員のもので、続柄
　が記載されているもの）
④申請者と生計を同一とする父母ま
　たは保護者の所得証明書か、住民
　税納税通知書の写し（平成 25 年
　度分）か、同和奨学金支給申請に
　係る課税台帳閲覧の同意書
⑤口座振込書（大学などの新規申請
　者のみ）　
【申込期間】　６月 17 日㈪～ 28 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281
　八幡町市民館　☎ 23-3157
　下郡市民館　☎ 37-0558
　寺田市民館　☎ 23-8728
　いがまち人権センター ☎ 45-4482
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160
　青山文化センター　☎ 55-2411
　上野公民館　☎ 22-9637
　いがまち公民館　☎ 45-9122
　阿山公民館　☎ 43-0154
　大山田公民館　☎ 46-0130
　青山公民館　☎ 52-1110

同和奨学金を支給します募集

　ラジオ体操は究極のエクササイ
ズ。たった３分で美脚・小尻・くびれ・
若返り、肩こりを解消！大人のラジ
オ体操をマスターしましょう。
　有酸素運動に筋トレ、柔軟の三つ
の要素を兼ね、筋肉や関節を効果的
に動かすことで美しい体のラインづ
くりを学びます。
【と　き】　６月 24 日㈪・28 日㈮、
７月１日㈪・５日㈮・８日㈪・12
日㈮・22 日㈪・26 日㈮
　午後７時 15 分～８時 15 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階　
　　　　　多目的大研修室
【対象者】　中学生以上
【定　員】　40 人
※定員を超えた場合は抽選します。
【講　師】　
　スポーツ推進委員　福岡　和代さん
【参加料】
　500 円（傷害保険料を含む。）
【申込方法】
　教室名・住所・氏名・電話番号を
記入の上、はがき・ファックス・E
メールでお申し込みください。
※ E メールの場合、タイトルに必
　ず教室名を明記してください。
【申込期限】
　６月 14 日㈮　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の１
　伊賀市教育委員会スポーツ振興課
　☎ 47-1284　ＦＡＸ 47-1290
　　sports@city.iga.lg.jp

大人のラジオ体操教室募集

　ボクササイズは、音楽にのってボ
クシングの動きをすることで体脂肪
を燃焼させる運動です。ひねりの運
動を多く取り入れるため、ウエスト
を引き締めるほか、太もも、腕、顔
の筋肉も使います。爽快な気分を味
わえ、ストレスの発散にもなります。
　エクササイズによる脂肪燃焼効果
と、運動前、運動中、終了後にサプ
リメントを摂取し脂肪燃焼効果を体
験していただきます。
　今回は初心者から初級者向けです
ので、どなたでもお気軽にご参加い
ただけます。
【と　き】
　６月 13 日㈭ 　午後７時 30 分～
８時 30 分（受付：午後 6 時 45 分～）
【ところ】
　ゆめドームうえの　第一競技場
【対象者】　登録講習会修了者と一般
（中学生以上）
【定　員】　150 人　※先着順
【講　師】　陶山　美佐さん
【参加料】　※障害保険料含む。
○登録者：400 円
○一　般：600 円
【服装・持ち物】
　運動のできる服装・タオル・体育
館シューズ・登録修了証（修了者のみ）
【申込方法】　電話のみ
【申込開始日】
　５月 15 日㈬　午前９時
【申込先・問い合わせ】
　ゆめドームうえの　☎ 22-0590
　スポーツ振興課　☎ 47-1284

超脂肪燃焼ボクササイズ募集

　　

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※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。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲
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【対　象】　同和問題をはじめとする
あらゆる人権問題に関する研修会な
どで、参加者が約 25 人以上のもの
【助成内容】　研修会などの講師謝金
の経費に対し助成します。
※複数回の申し込み可能。ただし、
　総額 3 万円までとします。
※実績報告などが必要です。
【定　員】　17 団体程度　※先着順
【申込受付期間】
　5 月 15 日㈬～ 12 月 10 日㈫
※延長する場合があります。
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀地域防災総合事務所
　地域調整防災室総務生活課
　☎ 24-8137　ＦＡＸ 24-8010

伊賀地域ミニ人権大学講座
助成金

募集


