お知
らせ

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題の解決を図る取り組み
を強化するために相談を実施します。
【強化週間】 ９月５日㈪～ 11 日㈰
【相談受付時間】
○平日：午前８時 30 分～午後７時
○土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【相談電話】
☎ 0570-003-110
（全国統一番号）
【問い合わせ】
津地方法務局人権擁護課
☎ 059-228-4193
FAX 059-213-3319

催し

新町見送幕完成披露・講演会

上野天神祭は伊賀地方を代表する
秋の祭りで、国指定重要無形民俗文
化財に指定されています。
しかし、だんじり幕は長年の使用
で劣化するため、順次、復元新調・
修理を行ってきました。 なぎ なた ぼこ
このたび新町だんじり（薙 刀 鉾 ）
の見送幕が新しくよみがえったこと
を記念して、新しい幕の披露と講演
会を開催します。
【と き】 ９月 11 日㈰
午前 10 時～正午
（受付：午前９時 30 分～）
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
【講 師】 （一財）西陣織物館
顧問 藤井 健三さん
【問い合わせ】
文化財課
☎ 47-1285 FAX 47-1290

催し

いがまち人権センター・
解放講座

いがまち人権センターでは、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】 ９月９日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
日本に在住する外国人の非識字問題
【講 師】 NPO 法人伊賀の伝丸
代表理事 和田 京子さん
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 FAX 45-9130

お知
らせ

社会生活基本調査

お知
らせ

９月 10 日は「下水道の日」

皆さんの生活の実態を明らかにす
下水道は、私たちが日頃使う洗濯機・
るため、統計法に基づく国の重要な
お風呂・台所・トイレからの汚れた水
調査として、社会生活基本調査を実
を下水道管を通して下水処理場へ運
施します。
び、微生物などの働きを利用し、きれ
調査結果は、ワーク・ライフ・バ
いな水にして自然に還元しています。
ランス（仕事と生活の調和）の推進、 雨が降ったときには、雨水管を通して
少子高齢化対策、ボランティア活動
雨水を速やかに川などに流し、浸水か
らまちを守っている地域もあります。
の状況の把握など、国や地方公共団
このように下水道は、私たちの快
体における各種施策の基礎資料とな
ります。調査をお願いする世帯には、 適で衛生的な生活を確保するととも
に、河川などの公共用水域の水質保
10 月中旬までに調査員が伺い、調
査票を配布します。また、皆さんに、 全に大きな役割を担っています。
その下水道施設を長く、快適にお
より便利に回答していただくため、
使いいただくため、次のことにご注
パソコンで簡単にインターネット回
意ください。
答をすることもできますので、調査
①油を流さない。
の趣旨をご理解いただき、回答をお
②自然にやさしい洗剤を使う。
願いします。
③髪の毛など、排水管が詰まるよ
【調査基準日】 10 月 20 日㈭
うなものを流さない。
【対象者】
「下水道の日」を機会に、一人ひ
無作為抽出した県内 1,608 世帯
（市内では上野桑町・三田・上神戸・ とりが心がけましょう。
新堂・馬場・高尾のそれぞれ一部が 【問い合わせ】 下水道課
☎ 24-2136 FAX 24-2138
調査地区に指定されています。）
【問い合わせ】
三重県戦略企画部統計課
お知
らせ 義援金 受け入れ状況
☎ 059-224-2051
【義援金総額】※７月 20 日現在
熊本地震災害 478,754 円
お知
らせ 社会を明るくする運動
東日本大震災 64,522,250 円
作文コンテスト結果発表
エクアドル地震 2,536 円
社会を明るくする運動伊賀市推進
※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
委員会では、犯罪や非行のない地域
にお届けします。
社会をどのようにして実現できるの
か、家庭や学校での体験をもとに考 【義援金箱の設置場所】
本庁舎玄関ロビー、各支所（上野
えるきっかけとして、市内の中学生
支所を除く。）
を対象とした作文コンテストを毎年
【問い合わせ】
開催しています。
医療福祉政策課
今 年 は 市 内 中 学 校 10 校 が 参 加
☎ 26-3940 FAX 22-9673
し、10 点の作品が入賞しました。
◆審査結果（敬称略）
【優秀賞】
南 桃愛（崇広中学校２年生）
松嶋 爽花（青山中学校３年生）
【奨励賞】
川原 和賀（緑ケ丘中学校３年生）
大西 花音（上野南中学校３年生）
大西 那弥（城東中学校１年生）
毎月１問、伊賀に関するクイ
西田 知代（柘植中学校２年生）
ズを掲載します。
町井 里名（島ヶ原中学校３年生）
問題
秋田 朋哉（阿山中学校２年生）
伊賀市にある三重県で最大の
藤川 来真（大山田中学校２年生）
古墳は？
み はかやま
織田 大世（青山中学校３年生）
①御墓山古墳 ②石山古墳
【問い合わせ】
③勘定塚古墳 ④車塚古墳
医療福祉政策課
（答えは 10 ページ）
☎ 26-3940 FAX 22-9673
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り
知
もっと
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催し

http://www.city.iga.lg.jp/

これからの市政を考える集い

お知らせ
催
し

～財政と経営、第２次再生計画策定
を前に～
市では、現在、第２次再生計画の
策定に取り組んでいます。
そこで、厳しい財政状況や公共施
設のあり方などを踏まえ、将来の伊
賀市について考えていくため、市長
が市民の皆さんと直接意見を交換す
る会を次の日程で開催します。
【とき・ところ】
○８月 23 日㈫ 午後７時 30 分～
いがまち公民館 ホール
○８月 26 日㈮ 午後７時 30 分～
青山福祉センター
○９月３日㈯ 午後７時～
ゆめぽりすセンター 大会議室
○９月 10 日㈯ 午後７時～
上野ふれあいプラザ ３階中会議室
※すべての会場で磁気誘導ループを
用意しています。
【問い合わせ】
総合政策課
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9672

催し

柘植歴史民俗資料館企画展

柘植歴史民俗資料館では、
「
『加太
越奈良道』
（柘植編）拡大模写絵と駆
け抜けた人々 10 話展」と題して、
「五
海道其外延絵図」
（東京国立博物館蔵）
から加太越奈良道絵図の一部を拡大
模写したものを展示し、神話の時代
から明治にかけて柘植を通った人々
にまつわる話を紹介しています。
【と き】 10 月９日㈰まで
午前９時～午後４時 30 分
※毎週月曜日を除く。
【ところ】
柘植歴史民俗資料館 １階展示室
【問い合わせ】 柘植歴史民俗資料館
☎／FAX 45-1900
文化財課
☎ 47-1285 FAX 47-1290

催し

上野同和教育研究協議会
第３１回研究大会

募 集
子育て支援・無料相談

「差別のない明るい市民社会」の実
現をめざす上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
催し がん患者と家族の方の
め、第 31 回研究大会を開催します。
おしゃべりサロン in 伊賀 ◎全体会・講演会
【と き】 9 月 1 日㈭
【と き】 ９月３日㈯
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
○受付：
【ところ】
午前９時 20 分～９時 45 分
ハイトピア伊賀 4 階ミーティン
○全体会：
グルーム
午前９時 45 分～ 10 時 30 分
【対象者】 がん患者・家族など
○講演会：
午前 10 時 30 分～午後０時 10 分
【問い合わせ】
【ところ】
三重県がん相談支援センター
伊賀市文化会館 さまざまホール
☎ 059-223-1616
【演 題】「部落差別をこえて～取
健康推進課
材ノートから～」
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
【講 師】 元朝日新聞論説委員
臼井 敏男さん
募集 桃青の丘幼稚園説明会
◎分科会
【と き】 9 月６日㈫
【と き】 ９月３日㈯
午前９時 30 分～ 10 時 30 分
午後１時 50 分～４時 10 分
（受付：午前９時 15 分～９時 30 分）
（受付：午後１時 40 分～）
【ところ】 桃青の丘幼稚園
【ところ】
【内 容】 幼稚園での１日の生活に
○分科会１：崇広中学校
ついて・保護者体験談など
○分科会２：ハイトピア伊賀 ５階
※事前申し込みが必要です。
○分科会３：ゆめぽりすセンター
詳しくは、桃青の丘幼稚園ホーム
※全体会の駐車台数には限りがあり
ページ内「幼稚園説明会」をご覧く
ますので、乗り合わせなどでの参
ださい。
加をお願いします。
【申込先・問い合わせ】
【問い合わせ】 生涯学習課
桃青の丘幼稚園
☎ 22-9679 FAX 22-9692
☎ 26-5770 ＦＡＸ 26-5771
上野同和教育研究協議会事務局
http://www.iga.ed.jp/tousei-k/
☎／FAX 26-7677
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催し

第 33 回上野城薪能

【と き】
９月 17 日㈯ 午後６時～
【ところ】
伊賀上野城本丸広場 特設舞台
※雨天の場合、上野西小学校体育館
【演 目】
ぶ す
子」
○大蔵流 し 狂言「附
め
茂山 七五三さん
か げつ
○観世流 能「花月」
武田 邦弘さん
※演目の解説チラシは、本庁舎玄関
受付・観光戦略課・各支所振興課・
伊賀上野城でお渡しします。
【問い合わせ】
観光戦略課
☎ 22-9670
FAX 22-9695
伊賀上野城
☎ 21-3148

催し

認知症家族教室

認知症の人を介護する家族の学び
と情報交換の場です。
【とき・内容】 ９月７日㈬
○講 演
午後１時 30 分～２時 30 分
演題：
「介護うつとは？ストレス対処法」
講師：（一財）上野病院臨床心理室
岡田 敦さん
○つどい交流会
午後２時 30 分～３時 30 分
【ところ】 （一財）上野病院 大会議室
※認知症の人が参加する場合は、事
前にご連絡ください。
【問い合わせ】 地域包括支援セン
ター （中部にんにんサポート伊賀）
☎ 26-1521 FAX 24-7511

催し

伊賀地域ぶどう品評会・
即売会

【と き】 ８月 24 日㈬
午前 10 時～午後３時
【ところ】
JA いがほくぶ直売所とれたて市
ひぞっこ（平野西町１番地の１）
【内 容】
○午前 10 時～：品評会審査（見学
可）
・農家による対面販売
○午後１時～：即売会（品評会での
逸品の即売）
・ぶどうのふるまいなど
【問い合わせ】 農林振興課
☎ 43-2302 FAX 43-2313

