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　簡易チェックとして 7 つの項目が紹介されています。
①家の中でつまずいたり滑ったりする。② 15 分くらい
続けて歩けない。③横断歩道を青信号で渡りきれない。
④階段を上がるのに手すりが必要である。⑤片脚立ちで
靴下がはけない。⑥ 2㎏程度の買い物（1ℓの牛乳パッ
ク 2 個程度）をして持ち帰るのが困難である。⑦少し
力を必要とする家事（掃除機の使用や布団の上げ下ろし
など）が困難である。これらに当てはまる場合は、運動
機能が低下しないように注意が必要です。痛みやふらつ
きによる転倒の危険、明らかな活動困難がある場合は、

お近くの医療機関にご相談ください。
　日ごろから姿勢をよくする、日常生活ででき
るだけ体を動かす、柔軟体操をする、筋力トレー
ニングをするなど、ご自身にとっての「適度」
な運動を段階的に行うことでロコモティブシン
ドロームを防ぐ取り組みをしてみませんか？ 

　人間の体は 200 個以上の骨や約 650 個の筋肉、軟骨、
靭
じ ん た い

帯、椎間板、神経などによって支えられ、運動するこ
とができます。これらの器官をまとめて「運動器」とい
います。この運動器の機能低下により日常生活での自立
度が低下し、介護が必要な状態やその危険がある状態を
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）といいます。
日本は世界でもまれにみる高齢社会であり、要支援や要
介護者数が増加しています。そのうち約 5 人に 1 人が
転倒・骨折や関節疾患などの運動器の障害が原因とされ
ています。例えば、転倒による大腿骨頚部骨折（脚の付
け根の骨折）の件数は、この 20 年間で約 3 倍
に増加しています。転倒の原因の 1 つとして、
筋力やバランス、歩行能力の低下が挙げられて
います。ロコモティブシンドロームという言葉
は、こうした社会背景の中で整形外科医によっ
て生まれました。

ロコモティブシンドロームをご存じですか？

理学療法士　猪田　茂生

伊賀上野・城下町の
おひなさん

イベ
ント

　中心市街地の本町通りを中心に、
町家や商店などに新旧さまざまな
ひな人形を展示します。
　また飲食店や和菓子店では、ひな
祭りをテーマにしたメニューやお菓
子などを用意します。ほかにもおひ
なこけし製作体験、おひなさんにち
なんだ俳句や絵手紙を募集して、通
り周辺に展示するなど、楽しい企画
が盛りだくさんです。
【と　き】
　２月 18 日㈯～３月４日㈰
　午前 10 時～午後 4 時
※店舗によって異なります。
【ところ】　本町通り周辺
【問い合わせ】
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311

いがまち解放講座お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　２月 24 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【演　題】　「人権意識調査の結果と
『逆差別』意識を考える」
【講　師】　部落解放同盟大阪府連合会
　書記長　谷川　雅彦さん
【問い合わせ】　
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

要約筆記奉仕員派遣お知
らせ
お知
らせ

　要約筆記奉仕員は、社会生活など
におけるコミュニケーションを文字
にして伝えます。
※手話通訳者の派遣事業も行ってい
　ます。
【派遣対象】　
　聴覚障害および音声・言語機能障
害の手帳をお持ちで、社会生活上必
要不可欠な用務に意思伝達の仲介を
する人がいない場合。
【派遣地域】　
　市内　※原則
【利用料】　無料
※病院やそのほかの施設で駐車料金
　などが必要な場合は、依頼者の負
　担となります。
【問い合わせ】　
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

市有地売却お知
らせ
お知
らせ

　市が保有している土地を、一般
競争入札により売却します。
【と　き】　
　３月９日㈮
　午前 10 時～（入札・開札）
【ところ】　
　本庁南庁舎　２階第３会議室
【物件調書の閲覧】　
　２月 13 日㈪～３月２日㈮
　午前９時～正午・午後１時～５時
※土・日曜日・祝日を除く。
　事前に管財課で物件調書を閲覧
し、現地をご確認ください。
【売却物件】　
　四十九町および川上地内
【問い合わせ】　
　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　
　２月 14 日㈫～ 29 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
【内　容】　
　いがまち人権センターの今年度の
活動
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130
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■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

■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。

　総務課では、市の歴史をまとめる市史編さん事業を進
めています。この事業では、できるだけ市内のさまざま
な地域、立場の人々の姿を明らかにできるよう努めてい
ます。
　市史編さん事業では、地域の歴史をひも解き、先人た
ちの功績や努力の足跡を明らかにするだけでなく、人々
の苦しみを振り返り、それらを学び取ることにより、未
来に生かしていくことが大切と考えています。
　明治時代の終わりごろ、三重県全体で「トラホーム（ト
ラコーマ）」という結膜炎の一種である眼の病気が問題
になりました。当時のこの地域の新聞である『伊賀新聞』
によると、1910 年（明治 43 年）７月に県から各郡市
長あてにトラホームの検診と治療に関する通達が出され
ていたことから、この病気が当時大きな社会問題になっ
ていたことがわかります。
　『伊賀新聞』の同年８月には、同和地区がある市内の

小学校の児童がトラホームに罹患している記事が掲載さ
れています。この小学校では全体の 84 ～ 85％の児童
がトラホームに罹患していたが、校医の治療の結果、大
半の児童が回復したとされています。ここで注目したい
のは、この病気が当時大きな社会問題になっていたとは
いえ、この小学校では、ほかの地区と比べて極めて高い
罹患率であったことです。この病気の主な要因には衛生
環境が挙げられ、住環境と密接にかかわっていたとされ
ていることから、この地域が特に住環境が劣悪な状態に
置かれていたことがうかがえます。こうした状態が戦後
も続いたことから、それを改善するための取り組みとし
て同和対策事業が行われてきました。
　地域の歴史を明らかにすることを通じて人々の苦しみ
や悲しみといった事実を知り、それを正しく伝えていく
ことが市史編さん事業の役割の一つであり、差別や偏見
をなくしていくための一助となると思っています。

地域の歴史を伝える　－総務課－

タイ料理とタイ舞踊
（ラムタイ）の鑑賞会

イベ
ント

～伊賀市国際交流協会～
【と　き】
　３月 11 日㈰
【ところ】
　青山ハーモニー・フォレスト
■第１部
【と　き】
　午前９時 30 分～午後１時
【内　容】
◦タイ料理（カレーなど）の実習
◦食事会
【参加費】　500 円
【申込受付開始日】
　２月６日㈪
【定　員】
　30 人　※先着順　
■第２部
【と　き】
　午後１時～３時
【内　容】
◦タイ舞踊（ラム
　タイ）の鑑賞
◦トークショー
◦タイ王国紹介写
　真の展示
※第２部のみの参
　加も可能です。第２部の申し込み
　は不要です。
【申込先・問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　ＦＡＸ 52-2174

大山田芸術文化祭イベ
ント

■展覧会（作品展示）
　絵画・書・彫塑・手芸・生活工芸・
生花など
【と　き】　２月 25 日㈯・26 日㈰
　午前９時～午後 5 時
【ところ】　
　大山田 B&G 海洋センター　ア
リーナ
■芸能大会
　日舞・民謡・大正琴など
【と　き】　２月 26 日㈰　午後 1 時～
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　ホール
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131

臨時給食調理員・
代替給食調理員登録

【募集人数】
◦臨時給食調理員：若干名
◦代替給食調理員：定数なし
※応募資格は問いません。
【採用予定日】　４月１日
【勤務時間】　
　平日の午前８時 30 分～午後５時
15 分
【提出書類】　履歴書
【採用結果】　
　面接実施後、本人に通知
【申込期限】　２月 20 日㈪
※詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】　
　教育総務課
　☎ 22-9675　ＦＡＸ 22-9691　

募集

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

公立保育所（園）の
臨時保育士

募集

　市内公立保育所（園）で臨時保育
士（保育士資格が必要）として勤務
していただく人を募集します。
【募集人数】　10 人程度
【勤務時間】
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※早出・遅出あり
【賃　金】　8,600 円／日（常勤）
【提出書類】　履歴書・保育士証の写し
【申込期間】　随時受付
【申込先・問い合わせ】　
　こども家庭課
　☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646

ご意見をお聞かせください

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「忍にん体操」などをお
送りします。


