
6広報いが市
2011. 6.15

　三重労働局では、月１回、個別相
談コーナーを設け、パートタイム労
働法上のさまざまな疑問や相談にお
答えしています。

【と　き】
　毎月第３木曜日
　午前９時～午後４時

【ところ】
　三重労働局総務部企画室
　（津市島崎町 327-2　津第２地方
合同庁舎３階）　

【内　容】
　パートタイム労働法などに関する
各種相談
○パートと正社員との待遇のバランス
○正社員への転換　など
※三重労働局雇用均等室では、上記
　以外の日でも個別に相談をお受け
　しています。お気軽にご相談くだ
　さい。

【問い合わせ】
　三重労働局雇用均等室
　☎ 059-226-2318

パートタイム労働
個別相談コーナーを開設
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【と　き】
　７月 21 日㈭・22 日㈮・25 日㈪・
26 日㈫

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学など

【申込期限】　６月 27 日㈪
※幼稚園、保育所（園）、小・中学
　校に通っているお子さんがいる場
　合は、それぞれの園・所・学校を
　通じてお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　学校教育課　☎ 22-9676

教育相談

　男女共同参画社会実現の施策とし
て、政策・方針決定過程および各種
役職への登用など、あらゆる場面で
参画できる女性リーダーを養成する
連続講座を開催します。
　受講修了生は、推進委員として地域
でリーダー的役割を担っていただいた
り、市人材バンクに登録後、審議会
などの委員への登用や講座などの市
民講師として活動していただきます。

【と　き】　※全８回
◦８月６日㈯　午後１時 30 分～４時
◦ ９ 月 28 日 ㈬・10 月 27 日 ㈭・
　11 月８日㈫・30 日㈬・12 月 14
　日㈬・１月 18 日㈬・２月８日㈬
　午後７時～９時

【ところ】
　本庁北庁舎１階　第 11 会議室

【対象者】
　リーダーとなって、さまざまな分
野で活動する意欲のある女性

【内　容】　男女共同参画の概念や、
ワークショップやディスカッション
で自己表現の方法などを学びます。
※詳しくはお問い合わせください。

【定　員】　20 人程度　※先着順
【申込期限】　７月 29 日㈮
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　

女性リーダー養成連続講座募集

　「身近な税金の使われ方」をテー
マとして、公的施設の見学と施設に
携わる人々との触れ合いを通じて

「税の大切さ」を学びます。
【と　き】　８月５日㈮
【集合場所・時間】
①名張 ADS ホール駐車場
　午前７時 35 分
　（出発：午前７時 40 分）
②伊賀鉄道上野市駅バスセンター前
　午前８時 20 分
　（出発：午前８時 30 分）

【解散場所・時間】
①名張 ADS ホール駐車場
　午後 4 時 30 分頃
②伊賀鉄道上野市駅バスセンター前
　午後 5 時 30 分頃

【見学予定施設】
○阿倍野防災センター
○大阪府庁舎（昼食）
○大阪城
○大阪府警庁舎

【対象者】
　伊賀・名張市内の小学５・６年生

【定　員】　45 人
※応募者多数の場合は抽選
※昼食がついています。飲み物は持
　参してください。

【申込方法】
　住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
学校名・学年・性別・保護者氏名を
記入の上、電話・FAX・Ｅメールの
いずれかでお申し込みください。

【申込期限】　７月 11 日㈪午後５時
【申込先・問い合わせ】
　㈳伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774　ＦＡＸ 24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp

第12回伊賀・税ウォッチング募集

「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」

　この運動は、犯罪や非行の防止と、
罪を犯した人たちや非行に陥った少
年たちの更生について、理解を深め、
それぞれの立場で力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築いてい
くことが目的です。
　全国的な運動で、毎年７月を強調
月間としています。
　市推進委員会では、運動の一環と
して「街頭啓発」「作文コンテスト」

「更生保護活動」などの事業を推進
しています。

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

社会を明るくする運動お知
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『愛の資金』にご協力を !
「社会を明るくする運動」を支
えるため、皆さんの「愛の資金」
へのご協力をお願いします。

募集

　市では、冷蔵倉庫用の家屋につい
て調査を進めています。次の要件に
該当する冷蔵倉庫を所有している人
はご連絡ください。

【要　件】
※すべてに該当する倉庫
◦倉庫内の保管温度が常に摂氏 10
　度以下に保たれているもの
◦建物自体が冷蔵倉庫になっている
　もの（建物内に冷蔵倉庫以外で使
　用している部分がある場合は、床
　面積の 50％以上が冷蔵倉庫であ
　ること）
◦木造以外のもの
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫
　や単に業務用冷蔵庫などを設置し
　ている場合は該当しません。
※固定資産評価基準の改正により、
　所有している倉庫が「冷蔵倉庫用
　のもの」に該当すると評価額を算
　出する減価年数が短縮され、平成
　24 年度から評価額が変わる場合
　があります。

【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9614　ＦＡＸ 22-9618

冷蔵倉庫用家屋をお持ちの
人はご連絡ください
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伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL



　本格的な水のシーズン
を迎える前に、家庭や学
校などで水の怖さについ
て話し合い、危険な場所
での水泳や水遊びなどし
てはいけないことを再確
認させましょう。子ども
を水の事故から守るため
には、地域ぐるみで安全
対策を進めていくことが大切です。

※万が一、発生した水による事故の対処、応急手当講
　習会の希望がありましたらご連絡ください。

■問い合わせ　消防救急課
　　　　　　　☎ 24-9116　ＦＡＸ   24-9111
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赤ちゃんの健診と相談（7月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳 6カ月児健診  7 月 12 日（火） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館 身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
　１歳９カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

３歳 6カ月児健診
 7 月 14 日（木） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館

 7 月 28 日（木） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

 7 月  7 日（木） 午前10時～ 11時
午後 1時 30分～ 2時 30分 上野ふれあいプラザ 2階 【問い合わせ】

 健康推進課　  ☎ 22-9653
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 青山保健センター  ☎ 52-2280

 7 月 12 日（火） 午前10時～ 11時 30分 青山保健センター
 7 月 13 日（水） 午前10時～ 11時 30分 阿山保健福祉センター
 7 月 19 日（火） 午前10時～ 11時 30分 いがまち保健福祉センター
 7 月 27 日（水） 午前10時～ 11時 30分 大山田保健センター
 7 月 28 日（木） 午前10時～ 11時 30分 島ヶ原子育て支援センター

遊びの広場
乳幼児と保護者を
対象に遊び場を開
放します。

7月8日（金）22日（金）午前 10時～ 11時 30分 上野ふれあいプラザ 2階（健康推進課　☎ 22-9653）

月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 青山保健センター（☎ 52-2280）

離乳食教室
※申込制  7 月 21 日（木） 午後1時 30分～ 3時 30分 いがまち保健福祉センター

（☎ 45-1015）
離乳食の話・離乳食の調理（１～２回食）
※広報いが市７月１日号で募集

施設名 開設日 時　間 場　所
曙保育園『すくすくらんど』
＊事前にお電話ください（☎ 21-7393） 月～金曜日 午前10時～午後 3時 曙保育園内（上野徳居町 3272-2）

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
＊事前にお電話ください（☎ 22-9955） 月～金曜日 午前10時～午後 3時 ゆめが丘保育所内（ゆめが丘 5-14-1）

森川病院『エンジェル』
＊事前にお電話ください（☎ 21-2425） 月・水・金・土・日曜日 正午～午後 5時 森川病院内（上野忍町 2516-7）

いがまち子育て支援センター（☎45-1015）月～金曜日 午前9時～午後 5時 いがまち保健福祉センター内（愛田 513）
島ヶ原子育て支援センター（☎59-9060）月～金曜日 午前9時～午後 5時 島ヶ原地区市民センター併設（島ヶ原 4696-9）
あやま子育て支援センター（☎43-2166）火～土曜日 午前9時～午後 5時 阿山保健福祉センター内（馬場 1128-1）

大山田子育て支援センター（☎47-0088）月～金曜日 午前9時～午後 5時 大山田西保育園内（平田 7）
※変更の場合がありますので、事前にお問い合わせください。

青山子育て支援センター（☎53-0711） 火～土曜日 午前9時～午後 5時 さくら保育園併設（阿保 1152）

子育て支援センター（乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。）

　いよいよ、水に親しむシーズンです。海や川などで子どもたちの水遊びが盛んになると同時に、水の事故が
急増します。そこで、子どもの水の事故を防止するため、次のことに注意しましょう。

①屋外での事故を防ぐため
◦危険な場所の点検をしましょう。
◦海や川などで、子どもだけで水遊びをしている場
　合は危険ですので、声をかけてやめさせましょう。
◦泥沼や草の生い茂っているところには近寄らせな
　いようにしましょう。
◦丸太や漂流物の上では遊ばせないようにしましょう。
◦幼児に水遊びをさせるときは、保護者が同伴して
　いても油断せず、幼児から目を離さないようにし
　ましょう。
②日常生活での事故を防ぐため
◦好奇心旺盛な子どもの事故は、周囲の大人が気を
　配って予防する以外に方法はありません。家の中
　を点検し、水の入った浴槽やビニールプールなど、
　子どもに危険な場所を教えることも大切です。
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