市政功労賞・善行賞受賞者

１１９番の日

月９日は﹁１１９番の日﹂です︒消防に対
する正しい理解と認識を深め︑防火防災意識の高揚︑地
域ぐるみの防災体制の確立を目的として︑昭和 年に定
められました︒
消火活動や救急︑救助活動は１分１秒を争う時間との
勝負です︒皆さんからの１１９番通報でただちに災害現
場へ消防車や救急車が出動できるよう︑いざというとき
に備え︑電話機のそばに自宅の住所・電話番号を書いた
メモを貼っておくなど︑普段から落ち着いて正確な通報
ができるよう心がけてください︒
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■携帯電話からの通報
電波状況や場所により︑近隣の消防本部につながるこ
とがあります︒その場合︑切らずに﹁伊賀市﹂と伝える
と伊賀市消防本部に転送されます︒
また︑運転中の携帯電話の使用は非常に危険ですので︑
安全な場所へ停車してから通報してください︒
※１１９番は緊急の回線です︒災害発生や救急医療機関
の問い合わせは
災害情報案内 ☎ ・０１１９
医療情報案内 ☎ ・１１９９
をご利用ください︒
皆さんの正しい１１９番通報が︑迅速・的確な消防活
動につながりますので︑ご理解とご協力をお願いします︒
︻問い合わせ︼ 消防本部消防救急課
☎ ・９１１０ ℻ ・３５４４

★１１９番通報の要領
﹁おちついて！ ゆっくり！ はっきりと！﹂
①火事ですか︑救急ですか？
②災害の発生場所は？ 何か目印や目標物は？
③火事や事故などの状況は？
④あなたの名前と電話番号は？
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市の公益増進や市政の振興発展に貢献された人にお贈りする市政功労賞と奉仕活動や善行のあった人
にお贈りする善行賞の受賞者が決まり︑市制施行６周年を記念し︑ 月１日に表彰状などを贈呈します︒

松生 安彦さん
ふるさと伊賀市が良
︵津市観音寺町︶ くなって欲しいという
思いから︑教育活動の
充実に父の描いた作品
を寄贈したところ︑思
いもよらぬ評価をいた
だき︑大変光栄に思い
ます︒

︻善行賞︼

小林 茂久さん
このような身に余る
︵鍛冶屋︶ 賞をいただき光栄に存
じます︒関係者の皆様
のご支援の賜物と感謝
申し上げます︒今後も
伊賀市のため︑地域の
ために協力していきた
いと思います︒

故 井海 清子さん
︵柘植町︶

故松生正彦氏の絵画作品を多数伊賀市にご寄
贈いただき︑現在市内の小中学校︑幼稚園︑教
育関係機関に展示しています︒伊賀市の学校美
術館構想の推進と教育活動の充実に大きく貢献
されました︒

とても印象に残っていま

中継を実現させたことが

ケーブルテレビでの議会

会の実現の第一歩として

籔 忠典さん
議長を務めさせてい
︵比土︶ ただいた際︑開かれた議

永きにわたり︑上野市議会議員として住民福
祉の向上と地方自治の伸展に傾注され︑市政発
展に尽力されました︒この間︑上野市議会議長︑
同議会副議長を務められ︑議会の円滑な運営と
地域発展に大きく貢献されました︒

︻市政功労賞︼
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年間という永きにわたり︑Ｊ Ｒ柘植駅に花
を飾り続けてこられました︒花を愛する謙虚で
優しい心は︑駅を利用する乗客に季節を感じさ
せ︑また乗客の心を和ませました︒
43

す︒今後も伊賀市の発展
に微力ながら︑力添えで
きればと思います︒

年間︑上野市議会議員として住民福祉の向上

と地方自治の伸展に傾注され︑市政発展に尽力され
ました︒この間︑東海市議会議長会会長︑上野市議
会議長︑同議会副議長︑監査委員を務められ︑議会
の円滑な運営と地域発展に大きく貢献されました︒
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11 月 11 日～ 12 月 10 日は“差別をなくす強調月間”です
市では、11 月 11 日から 12 月 10 日までを「差別をなくす強調月間」として、
各地域でさまざまな人権に関するイベントを開催します。
ぜひ、この機会にご参加いただき、今一度「人権」について考えてみませんか。

人権イベントマップ
阿山会場（阿山支所事業）

伊賀会場（伊賀支所事業）

阿山地区人権フェスティバル 2010

差別をなくすいがまちの集い

■と き：11 月 27 日㈯ 午後１時 30 分～
■ところ：あやま文化センター さんさんホール
■内 容：
①人権作品表彰
②人権作文朗読
③講 演
※手話通訳・要約筆記
《演 題》
「心 元気に」
《講 師》ソウルゴスペルシンガー 新井 深絵さん
■問い合わせ：阿山支所住民福祉課
☎ 43-0333 ＦＡＸ 43-1679

■と き：11 月 26 日㈮ 午後 7 時 30 分～
■ところ：ふるさと会館いが 大ホール
■内 容：
①人権作品表彰
②講 演 ※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
《演 題》「金川の教育コミュニティーと人権のまち
づくり～一人ひとりの課題を学校・家
庭・地域の協働でこえる～」
《講 師》 福岡県田川市立鎮西中学校
校長 中野 直毅さん
■問い合わせ：伊賀支所住民福祉課
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120

島ヶ原会場（島ヶ原支所事業）

大山田会場（大山田支所事業）

2010 しまがはら人権のつどい
■と

き：11 月 28 日㈰
午後１時 30 分～
■ところ：島ヶ原会館 ふれあいホール
■内 容：
①人権作品表彰
②人権作文朗読
③講 演
※手話通訳
《演 題》
「新ちゃんのお笑い人権高座
― 笑顔で暮らす・願いに生きる ―」
《講 師》落語家 露の新治さん
■問い合わせ：島ヶ原支所住民福祉課
☎59-2109 ＦＡＸ59-3196

おおやまだ人権フェスティバル 2010

阿山エリア
伊賀エリア
島ヶ原
エリア

伊賀市

大山田エリア

上野エリア

青山エリア

上野会場（本庁事業）

人権を考える市民の集い

■と き：12 月 11 日㈯ 午後１時 30 分～
■ところ：伊賀市文化会館
さまざまホール
■内 容：
①人権作品表彰
②人権作文朗読
③講 演
※手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ
《演 題》 中学生への人権メッセージ「人権は世界の常識」
《講 師》 解放社会学研究所 所長 江嶋 修作さん
■問い合わせ：人権政策・男女共同参画課
☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649

■と き：12 月 5 日㈰ 午後１時 30 分～
■ところ：大山田農村環境改善センター
多目的ホール
■内 容：
①人権作品表彰
②人権作文朗読
③人権コンサート
※手話通訳
《演 題》「いのちに学ぶこと
― 人権教育の現場から ―」
《講 師》 長崎県人権教育研究協議会
会長 田中 良彦さん
■問い合わせ：大山田支所住民福祉課
☎ 46-0140 ＦＡＸ 46-0135

青山会場（青山支所事業）

2010 人権のつどい

■と き：12 月 4 日㈯ 午後１時 30 分～
■ところ：青山ホール
■内 容：①人権作品表彰
②人権作文朗読
③講 演 ※手話通訳・磁気誘導ループ
《演 題》『にんげんの街』をめざして
《講 師》 浅香地区まちづくり協議会
会長 山本 義彦さん
④太鼓演奏 浅香太鼓集団「獅子」
■問い合わせ：青山支所住民福祉課
☎ 52-3232 ＦＡＸ 52-2174

