催し

生涯学習センター
サロンコンサート

お知
らせ

11 月は「労働保険適用促
進強化期間」です

お知
らせ

三重県最低賃金

三重県の最低賃金は、24 円引き
「トランペットの輝き」
労働保険（
「労災保険」と「雇用
上げられて、10 月１日から時間額
【と き】
保険」
）は、政府が管理・運営してい
795 円になりました。
11 月８日㈫
る強制的な保険であり、農林水産業
この最低賃金は、年齢・雇用形態
午後７時～８時 30 分
の一部を除き、事業主や労働者の意 （パート・アルバイトなど）を問わず、
（開場：午後６時 30 分）
思の有無にかかわりなく必ず加入す
三重県内で働く全ての労働者に適用
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
ることが法律で定められています。
されます。なお、特定の産業に該当
三重労働局では、11 月を「労働
目的大研修室
する事業場で働く労働者には、特定
保険適用促進強化期間」と定め、
“労 （産業別）最低賃金が適用されます。
【出 演】
久保 義一さん・柴田 啓子さん（ト
働保険の未手続事業場の一掃”を重
また、最低賃金の引き上げに対応
ランペット）、三次 菜摘さん（ピアノ） 点項目に掲げ、（一社）全国労働保険事
して、中小企業支援のための業務改
※駐車場に限りがありますので、で
務組合連合会三重支部と連携して、 善助成金制度や最低賃金ワンストッ
プ無料相談窓口（☎ 0120-311-615）
きるだけ公共交通機関をご利用く
未手続事業場を戸別訪問するなどに
を設けていますので、ぜひご活用く
ださい。
より、加入促進を図ります。
ださい。
【問い合わせ】 生涯学習課
【問い合わせ】
☎ 22-9679 FAX 22-9692
三重労働局総務部労働保険徴収室 【問い合わせ】 三重県労働局賃金室
☎ 059-226-2108
☎ 059-226-2100
伊賀労働基準監督署 ☎ 21-0802
商工労働課
催し ぬいぐるみといっしょに
ハローワーク伊賀 ☎ 21-3221
☎ 22-9669 FAX 22-9628
おはなし会＆
商工労働課
ぬいぐるみおとまり会
☎ 22-9669 FAX 22-9628
お知
らせ 裁判員制度の
【と き】 11 月 12 日㈯
名簿記載通知を発送します
午前 10 時 30 分～
催し 人権問題学習講座
平成 29 年の裁判員候補者名簿に
【ところ】 大山田図書室
「ハンセン病問題について」 登録される人数は、全国で約 23 万
【内 容】
ぬいぐるみと一緒に読み聞かせを 【と き】 11 月 10 日㈭
3,600 人です。（平成 29 年１月１
楽しみます。おはなしを聞いた後、ぬ
午後７時 30 分～９時
日時点で 20 歳以上の人に限る。）
登録された人には、11 月中旬に名
いぐるみは図書室にお泊まりします。
（受付：午後７時～）
ぬいぐるみたちが夜の図書室で何 【ところ】 ゆめぽりすセンター 2 階
簿記載通知と調査票を送付します。
大会議室
《名簿記載通知》
をして過ごしたか、写真に撮ってお
【演 題】「かけはし～ハンセン病回
来年２月頃から平成 30 年２月頃
知らせします。
復者との出会いから～」
までの間に、裁判員に選ばれる可能
【持ち物】
【講 師】 三重テレビ放送㈱ 報道
性があることを事前にお伝えするた
お気に入りのぬいぐるみ１体
制作局長 小川 秀幸さん
めのものです。この段階では、まだ
※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒
※手話通訳・磁気誘導ループがあり
具体的な事件の裁判員候補者に選ば
でなくても参加できます。
ます。
れたわけではありません。
※ぬいぐるみのお迎えは、11 月 19
【問い合わせ】 人権政策・男女共同 《調査票》
日㈯・20 日㈰に来てください。
参画課 ☎ 47-1286 FAX 47-1288
裁判員候補者の事情を早期に把握
【問い合わせ】
し、場合によっては辞退を認めるな
大山田図書室
ど、候補者の負担を軽減するための
☎ 47-1175 FAX 46-0131
催し ゆめぽりす伊賀立地企業連
ものです。
絡会 20 周年事業
この調査票で辞退を申し出なかっ
催し 島ヶ原文化作品まつり
「伊賀ゆめフェスタ」 た場合でも、実際に選ばれた際に辞
（展覧会） 【と き】 10 月 30 日㈰
退を申し出ることが可能です。
【と き】 11 月２日㈬～４日㈮
午前 10 時～午後４時 ※雨天決行
裁判員制度にご理解、ご協力をお
【ところ】 ゆめが丘工場団地内
午前９時～午後５時
願いします。
【内 容】 ゆめが丘 27 企業（団体） 【問い合わせ】
（４日㈮のみ午後４時まで）
の紹介ブース・ステージイベント・
【ところ】 島ヶ原会館ふれあいホー
津地方裁判所事務局総務課
Ｂ級グルメの販売
ル・中会議室
☎ 059-226-4172
【内 容】 島ヶ原地区の幼児から高 【問い合わせ】
FAX 059-224-8495
ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会事
齢者までの作品（絵画・写真・書道・
務局（中外医薬生産㈱ 担当：吉田）
俳句・手芸など）を展示
〜ウィークリー伊賀市〜
☎ 21-0120 FAX 21-0365
【問い合わせ】 島ヶ原公民館
11 月は「平成 27 年度決算の
商工労働課
☎ 59-2291
概要」などをお送りします。
☎ 22-9669 FAX 22-9628
FAX 59-2574（島ヶ原会館）
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伊賀の文化財めぐり
バスツアー

催し

国際交流フェスタ

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

～市民と世界をつなげる絆～
～伊賀の歴史や文化を再発見！～
この秋、あなたも国際交流を体験
【と き】 11 月 26 日㈯
してみませんか。
午前９時～午後０時 30 分
和太鼓やサンバ、ボサノバ演奏な
（受付：午前８時 30 分～８時 45 分） どに加え、ブラジル・ペルー・タ
受付場所：ハイトピア伊賀 ５階
イ・中国の各国料理なども見逃せま
※小雨決行・荒天の場合は中止し、 せん。伊賀の産品が当たるお楽しみ
連絡します。
抽選会もあります。
※車の場合は、近隣の駐車場を利用
ぜひ、お越しください。
いただき、駐車場の利用料をご負 【と き】 11 月６日㈰
担ください。
午前 10 時～午後３時
【内 容】
【ところ】 とれたて市ひぞっこ 南
伊賀国分寺跡（西明寺）
、垂園森
側駐車場（平野西町１番地の１）
（市部）
、観音寺木造阿弥陀如来坐像
※少雨決行
（東谷）
、射手神社十三重石塔・地蔵 【問い合わせ】
石仏（長田）の見学
伊賀市国際交流協会
【定 員】 20 人
☎ 22-9629 FAX 22-9631
※小学生以下は保護者同伴
市民生活課
※動きやすい服装・靴（滑りにくい
☎ 22-9702 FAX 22-9641
もの）でご参加ください。
【申込方法】 電話
催し しまがはら歴史街道ウォーク
【申込期間】 11 月 1 日㈫～ 10 日㈭
※定員を超えた場合は抽選し、後日、
JR 関西本線の利用促進と沿線の
連絡します。市内在住・在勤の人
魅力を知っていただくためのウオー
を優先します。
クイベントを行います。
【申込先・問い合わせ】 文化財課
歴史スポットや紅葉が楽しめて見
☎ 47-1285 FAX 47-1290
どころが満載です。昼食時には餅つ
上野公民館
くり体験などの特典があります。
（水・祝）
☎ 22-9637 FAX 22-9692
【と き】 11 月 23 日
出発：午前 10 時 30 分
（受付：午前９時 30 分～）
募集 離乳食教室
解散：午後３時 30 分頃
赤ちゃんが生まれてから、はじめ
※小雨決行。中止の場合は、当日午
てお乳以外のものを口にするのが離
前７時に決定しますので、午前８
乳食です。今回の実習では栄養士の
時 30 分までに島ヶ原観光振興会
話（１～２回食が中心）の後、実際
へお問い合わせください。
に離乳食を作ってどのくらいの固さ 【ところ】 JR 島ヶ原駅前集合
のものをあげたらいいのかを知るこ
※公共交通利用促進のため鉄道・バ
とができます。
スをご利用ください。
【と き】 11 月 15 日㈫
【料 金】 300 円 ※当日支払い
午後１時 30 分～３時 30 分
【内 容】
【ところ】
JR 島ヶ原駅（集合）⇒正月堂⇒
ハイトピア伊賀 4 階多目的室
島ヶ原一番地⇒西の坂⇒島ヶ原温泉
【内 容】
やぶっちゃ ( 昼食・レストランあり）
講話「離乳食１～２回食を中心
⇒三本松池⇒長坂⇒芭蕉のしりもち
に」
・離乳食の調理と試食・栄養相談
坂⇒与右衛門坂⇒旧本陣⇒ JR 島ヶ
※調理実習の際、先着 15 人まで託
原駅（解散） ※距離約 10km
児があります。
（電話予約制）
【持ち物】 弁当・水筒・敷物
【定 員】 20 人 ※先着順
※歩きやすい服装で参加してください。
【持ち物】 母子健康手帳・筆記用具・ ※小学生以下は保護者同伴
【問い合わせ】
エプロン・三角巾・手ふきタオル
島ヶ原観光振興会 ☎ 59-2501
【申込方法】 電話
伊賀上野観光協会 ☎ 26-7788
【申込受付開始日】 10 月 26 日㈬
交通政策課
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9663 FAX 22-9852
☎ 22-9653 FAX 22-9666
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生涯学習セミナー 2016
『もっと知りたい万葉集』
（第３～５回）

昨年度のセミナーで好評だった万
葉集をとりあげます。
天武・持統朝の万葉集を中心にい
くつかの歌を取り上げて、その周辺
の事柄とともに和歌を鑑賞します。
◆第３回
【と き】 11 月 25 日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「『日並皇子挽歌』（巻２・
一六七）に焦点をあてて」
◆第４回
【と き】 12 月９日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「『我が背子を 大和へ遣
ると さ夜ふけて』（巻２・一〇五）
をもとに」
◆第５回
【と き】 平成 29 年１月 27 日㈮
午後１時 30 分～３時
【演 題】「天武天皇について」
【講 師】
京都大学大学院 准教授
佐野 宏さん
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用
の場合は、講演時間中の駐車料金
を市が負担します。ただし、台数
に限りがあります。
※磁気誘導ループを設置します。車
いすでの聴講も可能です。
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692

催し

いがまち人権センター
第３回解放講座

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】 11 月４日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
「障害当事者における自立に向け
た学習の機会や支援」
【講 師】 NPO 法人ピアサポート
みえ 杉田 宏さん
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 FAX 45-9130

