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お知
らせ

恒久平和を願い黙とうを
お願いします

お知
らせ

高齢受給者証が新しくなります

いがまち人権センター
解放講座

部落差別をはじめとするあらゆる
差別の撤廃に向けて年４回の講座を
開催しています。
【と き】 ７月 26 日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
人権をめぐる危険な動向と対応策
【講 師】 大阪市立大学 非常勤講師
谷元 昭信さん
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
お知
らせ

事業主の皆さんへ

厚生労働省では、若年者・非正規
雇用労働者の雇用支援策として、若
年者・非正規雇用労働者の採用や人
材育成に取り組む事業主の皆さんを
支援するため、次の事業を行います。
○若者応援企業宣言事業
若者（35 歳未満）の採用・育成
に積極的であり、詳細な企業情報・
採用情報を積極的に公開する中小・
中堅企業を「若者応援企業」として、
積極的に PR などを行う事業です。
○若者チャレンジ奨励金（若年者人
材育成・定着支援奨励金）
35 歳未満の非正規雇用の若者を
自社内の正社員として雇用すること
を前提に、自社内での実習（OJT）
と 座 学（Off-JT） を 組 み 合 わ せ た
訓練（若者チャレンジ訓練）を実施
する事業主に奨励金を支給します。
詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】 三重労働局求職者支
援室 ☎ 059-261-2941
ハローワーク伊賀 ☎ 21-3221
商工労働課
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311

「あんしん・防災ねっと」

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

※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。
QR コード

▲

70 歳以上の人に発行している高
68 年前、広島市と長崎市に原子
齢受給者証は、医療機関などで受診
爆弾が投下された８月６日と９日は
する場合に自己負担額を証明するも
人類にとって決して忘れることので
のです。
きない日であり、毎年、両市で原爆 【現在お使いの
死没者の慰霊と恒久平和を願う式典
高齢受給者証の有効期限】
が行われます。また、８月 15 日は、
７月 31 日
「戦没者を追悼し、平和を祈念する
⇒国民健康保険の加入者で 70 歳
日」であり、政府主催の「全国戦没
から 74 歳までの人には、８月
者追悼式」が行われます。
１日からご使用いただく高齢受
市でも恒久平和を願い、サイレン
給者証を７月中旬に郵送します。
を鳴らします。サイレンを合図に、
受診する際は、国民健康保険被
原爆や戦争の犠牲となられた方々の
保険者証と新しい高齢受給者証
冥福をお祈りし、永久に平和が確立
を窓口に提示してください。
されることを願い、１分間の黙とう
※これから 70 歳になる人は、誕生
を捧げたいと思います。市民の皆さ
月下旬（１日生まれの人は誕生月
んのご賛同をお願いします。
前月の月末）に郵送します。
【サイレンの吹鳴時刻】
【問い合わせ】 保険年金課
８月６日㈫ 午前８時 15 分
☎ 22-9659 ＦＡＸ 26-0151
８月９日㈮ 午前 11 時２分
８月 15 日㈭ 正午
【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
お知
らせ 銀座商店街七夕飾り
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
「銀座川」
厚生保護課
以前は役目を終えた七夕の笹飾り
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
を河川に流す習慣がありましたが、
現在は環境問題の要因となっていま
お知
らせ 第 38 回いがまち人権・
す。そこで、銀座商店街七夕笹飾り
同和教育研究大会 コンクールの際に、川に見立てた「銀
①全体会・講演会
座川」で笹流しを行います。ご家庭
【と き】 ８月 16 日㈮
の笹飾りも、河川美化運動の一環と
午後 7 時 30 分
して銀座川へ流しに来てください。
【ところ】 ふるさと会館いが大ホール 【と き】
【演 題】
８月６日㈫ 午後２時～５時
もう少し「ひと」を大事にする世 【問い合わせ】
の中に～人権・同和教育が提起して
伊賀上野銀座商店街振興組合
きたことを通して～
☎ 24-2044 ＦＡＸ 24-2065
【講 師】 解放社会学研究所
商工労働課
所長 江嶋 修作さん
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311
②分科会
【と き】 ８月 17 日㈯ 午前 9 時
お知
らせ 名張警察署管内での
＜第１分科会＞
運転免許更新の講習会場変更
【ところ】 いがまち人権センター
【変更期間】
【内 容】
８月１日～平成 26 年３月 31 日
○柘植地域まちづくり協議会人権・
同和部会、柘植中学校、春日仏教 【講習場所】 名張公民館２階
第３講座室（名張市上八町 1321-1）
会からの報告と提案
※開催日は変更ありません。
○感想や意見交換
【問い合わせ】
＜第２分科会＞
名張警察署 ☎ 62-0110
【ところ】 柘植中学校各教室
【内 容】 問 題 提 起 を 受 け て の 感
名張地区交通安全協会 ☎ 63-1705
市民生活課
想、意見交換
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
【問い合わせ】 いがまち同和教育研
青山支所住民福祉課
究会事務局
（伊賀支所住民福祉課内）
☎ 52-3227 ＦＡＸ 52-2174
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120

お知
らせ

【問い合わせ】 総合危機管理室
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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～ 庁議ってなに？ ～
庁議には、市の重要な事業の方向性や計画案の協議、市役所内での
情報共有を行う次の２つの会議があります。
各会議で協議や報告された事業や計画案などは、市議会への説明や
パブリックコメントを行い、皆さんからいただいたご意見を踏まえた
後、事業や施策として進めています。
《総合政策会議》
市の施策の基本的な方向や重要な事業、計画案の審議・検討を行
う会議
○定例会議：月に１回程度開催
○臨時会議：随時開催
《市政運営会議》
市役所内で情報共有が必要な事業などを連絡・調整する会議
○定例会儀：月に１回程度開催
○臨時会議：随時開催
◆庁議の公開
会議は非公開ですが、市民の皆さんと共に市政を進め、わかりやすい
市政の運営に努めるため、会議結果のうち、
「伊賀市情報公開条例」の規
定に基づき、必要と認められる内容について公開しています。
◆公開内容
①会議要録（会議の名称、日時、場所、出席者、内容の要点・結果など）
②会議資料など（公開される事項に関連する資料など。なお、市ホー
ムページに掲載不可能な冊子などは事務局での公開のみ）
◆公開方法
①事務局（企画財政部企画課）での閲覧 ②市ホームページへの掲載
【問い合わせ】 企画課

募集

ゆめテクノ伊賀こども大学

夏休みを利用して、楽しい工作や
科学の授業に参加しませんか。
【と き】 ８月９日㈮
午前９時 30 分・午後１時 30 分
※どちらも同じ内容です。
【ところ】
ゆめテクノ伊賀 ３階
（ゆめが丘一丁目 3-3）
【対象者】 小学生
※３年生以下は保護者同伴
【内 容】
○「スイーツオルゴールを作ろう」
○「お金の不思議」
【講 師】 三重大学特任教授など
【定 員】 各回 30 人 ※先着順
【持ち物】
バレン・筆記用具・単三電池 2 本
【申込受付開始日時】
７月 16 日㈫ 午前９時
（平日午前９時～午後５時）
【申込先・問い合わせ】
ゆめテクノ伊賀 ☎ 41-1061
商工労働課
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120

お知
らせ

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

【義援金総額】 63,618,300 円
（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
６月 25 日）
⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、被災された方々
にお届けします。 今後ともご協力
をよろしくお願いします。
【義援金箱の設置場所】 本庁舎玄関
ロビー・厚生保護課・各支所
【問い合わせ】 厚生保護課
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
イベ
ント

夏休み子ども公民館講座
オオサンショウウオ観察会

市内の一部の河川には「生きた化
石」とも言われ、国の特別天然記念
物にも指定されているオオサンショ
ウウオが生息しています。オオサン
ショウウオの生態を観察しませんか。
【と き】
８月 24 日㈯
○受 付：午後５時～
○観察会：午後５時 30 分～８時
※荒天や河川増水の場合は中止
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9628
【ところ】
阿波地区市民センターと周辺の服
部川
募集 ボランティア・ティーチャー
【講 師】 三重県文化財保護指導委員
子どもの学びの意欲を一層高めて
清水 善吉さん
いただく地域の人を募集します。教 【対象者】
育研究センターの人材バンクに登録
市内の小学生 15 人とその保護者
し、市内の幼稚園、小中学校で活動
※必ず大人が付き添ってください。
していただきます。
※応募多数の場合は抽選
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人 【申込受付期間・申込先】
②職業としてその技を駆使している
７月 16 日㈫～８月９日㈮
人（米作り・野菜作り・理容師・
大山田公民館 ☎ 46-0130
美容師など）
【問い合わせ】
③ボランティア・NPO として活動
文化財室
している人
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290
④趣味やサークル活動を楽しんでい
る人（手芸・ゲートボール・将棋・
イベ
ント 日韓交流韓国名作映画鑑賞会
囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
『牛の鈴音』（2008 年製作）
器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など 【と き】
に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
７月 28 日㈰ 午後２時～４時
文など）
【ところ】 ゆめぽりすセンター
２階大会議室
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
【問い合わせ】
昆虫・植物・地層など）
大韓民国民団三重県伊賀支部
⑦科学に関心のある人
☎ 21-2043
【問い合わせ】
市民生活課
教育研究センター
☎ 22-9702 ＦＡＸ 22-9641
☎／ＦＡＸ 21-8839

