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チャリティーバザー

伊賀市更生保護女性の会上野支部
がチャリティーバザーを開催します。
【と き】 2 月 3 日㈰
午前 9 時 30 分～午後 2 時 30 分
【ところ】 上野ふれあいプラザ
3 階中会議室
【内 容】 日用雑貨などを販売
【問い合わせ】
厚生保護課
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
お知
らせ

三重県高校生スイーツ
コンテスト 一般審査員募集

【と き】 １月 19 日㈯ 正午
【ところ】 ハイトピア伊賀
５階多目的大研修室
【審査員受付方法】
当日午前 11 時から会場で受け付
けます。※先着順
【内 容】 製菓を勉強している三重
県下の高校生が、三重県産の食材を
使って焼菓子を作ります。
一般審査員
（40 名）を募集します。
審査は展示されたお菓子を１個ずつ
試食して１位～３位を投票で選びま
す。
（昨年度第２回は伊賀白鳳高校
が優勝したので、第３回は優勝者の
地伊賀で開催）
【問い合わせ】
NPO 法人クロスポイント
☎／ＦＡＸ 059-354-2221
総務課
☎ 22-9601 ＦＡＸ 24-2440

国民年金
のはなし
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木津川上流発見講座

川を知り、川に学び、川の再発見
をしよう！
【と き】 1 月 20 日㈰
午前 10 時～午後４時 45 分
【ところ】 上野遊水地集中管理セン
ター（小田町 242 番地）
【対象者】 満 18 歳以上の人
【内 容】
○午前：木津川上流の自然環境と防
災対策
○午後：防災施設見学会
※詳しくはお問い合わせいただくか、
木津川上流河川事務所のホームペ
ージをご覧ください。
【申込受付方法】 郵送・FAX
【申込期限】 1 月 10 日㈭
【申込先・問い合わせ】〒518-0713
名張市平尾 2980-26 名張不動産
ビル 3 階（㈳近畿建設協会内）
国土交通省河川レンジャー事務局
☎ 62-0476 ＦＡＸ 62-0477
お知
らせ

ことばだけで伝えるおはなし会
〜ストーリーテリングの世界〜

元永定正・榊莫山展

伊賀が生んだふたりの巨匠、元永
定正・榊莫山両氏の芸術を回顧する
展覧会を開催します。
【と き】
２月２日㈯～ 11 日（月・祝）
午前 10 時～午後５時
※最終日は午後４時まで
【ところ】伊賀市文化会館
○ミニ講演会
２月２日㈯ 午後２時～
○ギャラリートーク
２月 11 日（月・祝）午前 11 時～
【講 師】
県立美術館学芸員 毛利 伊知郎さん
【問い合わせ】
（公財）伊賀市文化都市協会
☎ 22-0511
企画課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628
お知
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第 4 回「輝けいが！
愛あいチャリティー」

伊賀市更生保護女性の会がチャリ
ティーショーを開催します。
【と き】 １月 27 日㈰ ※申込制 【と き】 1 月 12 日㈯
①午後２時～（５歳以上）：20 組
開場：午前 11 時 30 分
②午後３時～（一般向け）：30 人
開演：正午
【ところ】 上野図書館 ２階視聴覚室 【ところ】
【語り手】 津おはなしの会「マザーグース」
あやま文化センター さんさんホール
【申込受付開始】
【内 容】 歌謡・舞踊など
１月 10 日㈭ 午前９時～
【問い合わせ】
【申込先・問い合わせ】 上野図書館
厚生保護課
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661

―20 歳になったら国民年金―
新成人の皆さん
おめでとうございます
国内に居住する 20 歳
以上 60 歳未満で厚生年
金や共済組合に加入の人
を除くすべての人は国民年金に加入し、国
民年金の保険料を納めることになります。
公的年金制度は、現役世代が納める保険
料で高齢者の年金を負担するという ｢世代
と世代の支え合い｣ が基本です。
加入の届出や保険料の納め忘れがあると
年金を受けられないことがあります。｢あ
の時に ･･･｣ と後悔する前に国民年金保険
料を納めましょう。

｢学生納付特例制度｣ と
｢若年者納付猶予制度｣
収入などがなく、保険料の支払いが困難
な場合は、｢学生納付特例制度｣（学生で本
人の前年所得が 118 万円以下）、｢若年者
納付猶予制度｣（30 歳未満で、失業や前年
所得が少ない人）などの保険
料納付猶予制度があります。
加入の手続きなど詳しくは、
お問い合わせください。
【問い合わせ】
保険年金課 ☎ 22-9659 ＦＡＸ 26-0151
各支所住民福祉課
津年金事務所 ☎ 059-228-9188
市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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第６回美し国三重市町対抗駅伝
応援団員募集
うま

【と き】
２月 17 日㈰
【ところ】
三重県庁前～県営陸上競技場
【応募方法】
住所・氏名・年齢・性別・電話番
号を記入し、市町対抗駅伝応援団参
加希望と明記の上、FAX・Ｅメール・
持参のいずれかの方法でお申し込み
ください。
【募集人数】
50 人程度
【募集締切】
２月８日㈮
【問い合わせ】
スポーツ振興課
☎ 47-1284 ＦＡＸ 47-1290
sports@city.iga.lg.jp

「あんしん・防災ねっと」

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

▲

QR コード

【問い合わせ】 総合危機管理室
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

お知
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ぱくぱくクッキング

お子さんと一緒に調理実習や試食
をして、食事やおやつの悩みをみん
なで一緒に解消しましょう！
【と き】 ２月５日㈫
午前 10 時～ 11 時
【ところ】 ハイトピア伊賀 ４階
プレイルーム
【内 容】
幼児期の食事やおやつについて
の講話・調理実習・試食
【対象者】
２～ 3 歳の幼児と保護者
※アレルギーがある場合は申込時に
ご相談ください。
【持ち物】
エプロン・手ふきタオル・お茶
【定 員】 15 組 ※先着順
【申込受付開始日】 １月 16 日㈬
【申込先・問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653
ＦＡＸ 22-9666

市内の事業者を探すなら！
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

検索

お知
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新任の人権擁護委員さん

新任の人権擁護委員さん
○鈴木 重儀さん
寺田 945 番地
☎ 21-3039
○前嶌 智子さん
柘植町 7668 番地の２
☎ 45-4126
人権相談を受けたり、人権侵害を
未然に防止するための見守りなどの
活動をしていただきます。
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
津地方法務局伊賀支局
☎ 21-0804 ＦＡＸ 21-1891
す ず き

し げ の り

ま え し ま

と も こ

～ウィークリー伊賀市～

～求人・雇用情報も掲載中～
■問い合わせ

いがまち人権パネル展

【と き】 １月 15 日㈫～ 24 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
【展示内容】 アウシュヴィッツ全記録
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

➡

※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。

募集

商工労働観光課
☎ 43-2306

メディアと差別について

今月は「ウィークリー伊賀市の
制作と市民スタッフの募集」
「火災
の予防について」などをお送りし
ます。

－課税課－

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。
世の中には多くの書籍が出版されていますが、過去
信手段が発達している現在では、さまざまな人が見聞
に差別用語を用いているのではないかと議論を呼んだ
きする可能性があります。そのため、メッセージを受
書籍があります。有名なところでは、1976 年に『ピ
け取った側がどのように感じるかについて考えること
ノキオ』
、1988 年に『ちびくろサンボ』が絶版になっ
の重要性が、以前よりもさらに増してきているように
たことがあげられます。
思います。
『ピノキオ』は障がい者差別の言葉が用いられている
どのような言葉が差別用語になるのか、ならないの
とされ、いくつかの図書館では閲覧・貸出の停止が行
か、またそれだけでなく、なぜそれが差別用語となる
われ「図書館の自由に関する宣言」との折り合いにつ
のかについて考えていく必要があるのではないでしょ
いて議論されました。『ちびくろサンボ』は、人種差
うか。○○という言葉だからダメと即断するだけでな
別となる言葉があるとされました。1990 年には、あ
く、さまざまな立場の人々を思い、自分の表現につい
る自治体が小中学校や図書館だけではなく、一般家庭
て考え、自分自身の中に潜む意識を振り返ることが大
まで所有する本を廃棄するように通知する事態となり
事なのだと思います。
ました。ほかにも『白雪姫』や『みにくいあひるの子』
メッセージを発するのはメディアだけでなく、私た
などの童話でも、差別的な言葉があるという意見があ
ちでもあります。相手に表現の問題を指摘されて、「自
りました。
分は差別するつもりはなかった」と済ませてしまうの
ひるがえって私たちが普段話している内容や書いて
ではなく、常に人権感覚を磨いて自分自身の発する表
いる文章はどうでしょうか。個人的な物といえども発
現について考えておく必要があると思います。
■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

