お知
らせ

要約筆記奉仕員を
派遣します

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】
聴覚障がい、音声・言語機能障が
いの手帳をお持ちで、社会生活をす
る上で必要な事柄について、意思を
伝えるための仲介をする人がいない
場合
※難病患者で同等の障がいであると
認められれば、派遣対象となるこ
とがあります。詳しくはお問い合
わせください。
【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、依頼者負担
となります。
【問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9656 FAX 22-9662
お知
らせ

性的マイノリティ
人権相談強化期間

性的指向・性同一性障害など、性
的マイノリティに関するさまざまな
人権問題についてご相談ください。
秘密は固く守ります。
【強化期間】
10 月 17 日㈪～ 28 日㈮
【相談受付時間】
平日の午前８時 30 分～午後６時
【相談電話番号】
津地方法務局人権相談ダイヤル
☎ 059-228-4711
【問い合わせ】
津地方法務局人権擁護課
☎ 059-228-4193
ＦＡＸ 059-213-3319
お知
らせ

里親になりませんか

10 月は「里親月間」です。里親
とは、親の病気などのさまざまな事
情で家庭での養育が困難な子どもを
自分の家庭に迎え入れて養育してい
ただく、社会的養護の１つです。
里親制度について関心のある人は
児童相談所までご相談ください。
【問い合わせ】
伊賀児童相談所 ☎ 24-8060

お知
らせ

お知
らせ

行政相談週間

コミュニティ助成事業

「行政相談」をご存じですか？
（一財）自治総合センターは、宝くじ
行政相談とは、国や特殊法人など
の普及広報事業の一環として、住民
の仕事について、皆さんから苦情や
が行うコミュニティ活動を推進する
意見、要望をお聞きし、その解決を
ため、コミュニティ助成事業を実施
しています。
促進する制度です。
馬場区では、この助成を受けて、
総務省では、この制度を皆さんに
スリッパ・座布団・椅子・会議用テー
もっとよく知っていただき、利用し
ブル・テント・プリンターなどを馬
ていただくため、今年度は 10 月 17
日㈪から 23 日㈰までの１週間を
「行
場公民館に設置しました。
政相談週間」として、全国でさまざ
今後はこれらを活用し、さらなる
まな行事を行います。
コミュニティ活動の促進を図ります。
市では、総務大臣から委嘱を受け 【問い合わせ】
阿山支所振興課
た行政相談委員が、皆さんの相談を
☎ 43-1543 ＦＡＸ 43-1679
定期的にお受けしています。
詳しくは広報いが市の毎月 15 日
号をご覧ください。相談は無料で、
相談者の秘密は固く守ります。
【問い合わせ】 市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
お知
らせ

秋の読書週間
文字・活字文化の日

10 月 27 日から
11 月９日は、秋の
読書週間です。
また、読書週間
が始まる 10 月 27
日は「文字・活字文化の日」です。
市では、「第二次伊賀市子ども読
書活動推進計画」を策定し、家庭や
地域、学校などのあらゆる場所で子
どもの読書活動を推進しています。
電子メディアの発達によって、世
界の情報伝達の流れは大きく変わっ
てきていますが、豊かな人間性を育
てるために、「本」が重要な役割を
果たしていることは変わりません。
読書が生活習慣の一部として定着
するよう、読書活動の推進にご協力
をお願いします。
読書週間を機に、図書館などで本
との出合いを楽しんでみてはいかが
でしょうか。
【問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692

献血のご案内
● 10 月 23 日（日）
午前 10 時～正午
午後１時 30 分～４時
アピタ伊賀上野店

お知
らせ

夕暮れ時、ちょっと早めの
ライト・オン運動

【実施期間】
10 月１日～ 12 月 31 日
【推進事項】
①夕暮れ時の早めのライト点灯（自
動車・オートバイ・自転車利用者）
②反射材の着用推進（歩行者・自転
車利用者）
日没時間が早くなるこれからの時
期は、夕暮れ時の交通事故が増加し
ます。
自動車・自転車の運転時には、夕
暮れ時の早めのライト点灯を心がけ
ましょう。
歩行者や自転車を運転する人は、
たすきや腕章などの反射材を着用し
て安全を確保し、交通事故防止に努
めましょう。
【問い合わせ】 市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641

今月の納税
●納期限

10 月 31 日（月）

納期限内に納めましょう
市・県民税（３期）
国民健康保険税（４期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

催し

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

離乳食教室

お知らせ

「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
いという人もぜひご参加ください。
【と き】 10 月 21 日㈮
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】 講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」
・栄養相談
子どもと一緒に参加できます。
【問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

催

催し

し

青少年健全育成事業
人形劇場

募 集
まちかど通信

【と き】 11 月 23 日（水・祝）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
（開場：午前 10 時 15 分）
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
【演 題】
「おおきなかぶ・泣きむし大男」
【定 員】 200 人
※申し込み不要
※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。
（満車の場合
は、桃青の丘幼稚園駐車場をご利
用ください。
）
【問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692

催し

上野同和教育研究協議会
連続講座（第２回）

コラム
図書・救急など

【と き】 11 月 17 日㈭
午後７時 30 分～９時
（受付：午後７時～）
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
【内 容】 上映会
ドキュメンタリー映画「
『人間み
な兄弟』～部落差別の記録～」
【駐車場】 上野西小学校運動場・桃
青の丘幼稚園駐車場
※ハイトピア伊賀の地下駐車場・駅
前広場駐車場は有料です。
【問い合わせ】 生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692
上野同和教育研究協議会事務局
☎／FAX 26-7677
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催し

第 12 回 市展「いが」

【展示作品】「絵画」
「彫塑工芸」
「写
真」「書」の４部門の作品
①展覧会
【と き】 10 月 22 日㈯～ 26 日㈬
午前 10 時～午後７時
※ 26 日㈬は午後３時まで（入場は
終了時間の 30 分前まで）
②公開審査会
出品作品の公開審査をします。
【と き】
10 月 15 日㈯ 午後１時～
③作品講評会
審査員が展示作品の講評をします。
【と き】
10 月 26 日㈬ 午後３時～
※①～③ともハイトピア伊賀５階で
開催します。
≪出品の受付・作品の搬入≫
【と き】
10 月 14 日㈮ 正午～午後７時
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階
※出品者資格・出品規定などは、募
集要項や市ホームページなどでご
確認ください。
※募集要項は、本庁舎玄関受付のほ
か、文化交流課・各支所振興課・
各公民館にあります。
※ハイトピア伊賀の駐車場は有料。
※上野天神祭の期間中（10 月 23 日
㈰～ 25 日㈫）は交通規制があり
ますのでご注意ください。
【問い合わせ】 文化交流課
☎ 22-9621 FAX 22-9694

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

【と き】 10 月３日㈪～ 28 日㈮
午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
寺田教育集会所 第１会議室
【内 容】「知っていますか『部落
地名総鑑事件』」
「部落地名総鑑」とは、全国の被
差別部落の名前、所在などが一覧で
記された差別図書です。
1975（昭和 50）年に最初の地名
総鑑の存在が明るみに出てからこれ
まで、同様の事件が後を絶ちません。
このような事件を根絶するために
行ってきた取り組みを通じて、今後
の課題を考えます。
【問い合わせ】 寺田市民館
☎／ＦＡＸ 23-8728
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認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

【とき・内容】 10 月 25 日㈫
○午後１時 30 分～２時 30 分
ミュージックコーディネーターに
よる音楽療法
○午後２時 30 分～４時
認知症の人を介護する家族の情報
交換
【ところ】 ゆめぽりすセンター
【参加費】 200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
は 100 円。認知症の人が参加す
る場合は、事前に連絡してください。
【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

第 31 回
子どもフェスティバル

～のぞいてみよう ふしぎなせかい～
【と き】 11 月５日㈯
午前９時 30 分～午後４時
【ところ】
ゆめドームうえの 第１競技場
【内 容】
○創造力豊かな子どもたちの絵画展示
○驚きや発見がいっぱいの科学あそ
び・不思議なあそびコーナー
○保健コーナー・食育コーナー・伝
承あそび・赤ちゃんひろば・絵本
の読み聞かせ
○パフォーマンスラボによる「ハッ
ピースマイルコンサート」
【問い合わせ】
（福）伊賀市社会事業協会
☎ 21-5545 FAX 23-6670
保育幼稚園課
☎ 22-9655 FAX 22-9646

催し

いがまち人権パネル展

【と き】
10 月４日㈫～ 20 日㈭
午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※７日㈮・14 日㈮は午後７時 30 分
まで延長して開館します。
【ところ】 いがまち人権センター
【内 容】
「女性とこどもの貧困問題」
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

