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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

里親説明会 in 名張催し

　親の病気や事故、養育困難などの
理由により、保護者と一緒に暮らす
ことができない子どもたちを家庭へ
迎え入れ、温かい愛情をもって育て
ていただいている「里親」のお話を
聞いてみませんか。
【と　き】　11 月２日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　名張市役所　大会議室
【問い合わせ】
　三重県児童相談センター
　☎ 059-231-5669
　こども未来課
　☎ 22-9677　ＦＡＸ   22-9646

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　10 月 24 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【料　金】
　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南部サテラ
イト　☎ 52-2715　ＦＡＸ   52-2281

いがまち人権センター
第３回解放講座

催し

　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 10 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　演　題：「障害者差別解消法の社会
　的周知、理解と法的課題」
　講　師：（公財）反差別・人権研究所
　みえ　事務局長　松村　元樹さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ   45-9130

10 月15 日㈰～21日㈯は
違反建築防止週間

お知
らせ
お知
らせ

　建築基準法違反の建築物の是正や
その発生を予防するため、全国一斉
に「違反建築防止週間」を実施します。
　違反建築のない安全で安心なまち
づくりのため、建築ルールを守りま
しょう。
○建築物の工事は、「建築確認」を
　受け、工事監理者を選定して初め
　て着工できます。
○工事中は見やすい場所に建築確認
　済であることがわかるよう表示す
　ることが義務づけられています。
○建築物を購入するときは「確認済
　証」「検査済証」を確認し、現地調
　査を行いましょう。
※違反建築物は、地震や台風などの
　災害に対して安全性が十分でない
　ことがあります。
【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2316　ＦＡＸ   43-2317

市民懇談会催し

　今後の市政のあり方について、広
く市民のみなさんからご意見をいた
だくために、次のとおり懇談会を開
催します。
【とき・ところ】
○ 11 月１日㈬　午後 7 時～
　いがまち公民館　ホール
○ 11 月２日㈭　午後 7 時～
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
○ 11 月６日㈪　午後 7 時～
　大山田農村環境改善センター　ホール
○ 11 月８日㈬　午後 7 時～
　青山福祉センター　教養娯楽室２
○ 11 月９日㈭　午後 7 時～
　島ヶ原会館　ふれあいホール
○ 11 月 16 日㈭　午後 7 時～
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研
　修室
○ 11 月 17 日㈮　午後 7 時～
　阿山保健福祉センター　ホール
※各会場では、ヒアリングループ（磁
　気誘導ループ）を設置します。
※11月16 日㈭は手話通訳あり
【内　容】　
①財政状況などについて
②自治基本条例の見直しについて
③行政組織の見直しについて
【問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9620　ＦＡＸ   22-9672

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版
　市政の情報をお伝えします。
　ケーブルテレビ17チャンネ
ル（青山は204チャンネル）・
地上デジタル放送121チャン
ネルで放送中。

２次元コード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
　　　　行政情報番組

伊賀市の登録有形文化財
写真展

催し

　市内の登録有形文
化財を写真展示して
紹介します。
【と　き】
① 10 月 11 日㈬～ 17 日㈫
　午前 10 時～午後５時
② 10 月 18 日㈬～ 24 日㈫
　午前 10 時～午後５時
【ところ】
①うえせん白鳳プラザ（上野中町 3024
　番地）
②ハイトピア伊賀　５階ロビー
【問い合わせ】
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ   47-1290



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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第32回 子どもフェスティバル催し

～ようこそ おはなしのくにへ～
【と　き】　10 月 28 日㈯
　午前９時 30 分～午後４時
【ところ】
　三重県立ゆめドームうえの
　第一競技場
【内　容】
○子どもの絵画展示
○４つのお話をテーマにしたさまざ
　まなあそびコーナー
○子どもと保健・食事・伝承遊び
○赤ちゃんひろば・絵本の読み聞かせ
○放課後児童クラブの作品展示
○たのしいコンサート
【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

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
① 10 月２日㈪～30 日㈪
② 11 月 15 日㈬～29 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター　１階
　ロビー
【内　容】　「人権問題に関する三重県
民意識調査結果からみえてきたこと」
　人権問題に関する三重県民意識調
査の中から、同和問題を中心に人権
問題について調査結果を紹介（報告）
するとともに、今日の部落差別をは
じめとする人権課題の状況を考える
パネル展です。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288

　認知症につ
いて理解し、
地域で見守っ
ていただくサ

ポーターを養成する講座です。
【と　き】
　11 月 11 日㈯
　午後 1 時 30 分～３時
【ところ】
　いがまち保健福祉センター
【定　員】
　30 人　※先着順
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込受付開始日】
　10 月６日㈮
【申込先・問い合わせ】　地域包括支
援センター東部サテライト
　☎ 45-1016　ＦＡＸ 45-1055

認知症サポーター養成講座募集税理士相談会募集

　税金・会計のことでお悩みの人は
お気軽にご相談ください。
【と　き】
　10 月 14 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階
【対象者】
　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（１人 30 分程度）
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前９時～午後４時）
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集

　離婚・相続・借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、弁
護士による無料法律相談会を開催し
ます。
【と　き】
　10 月 18 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階ボラン
ティア活動室
【定　員】
　６人　※先着順
【申込期限】
　10 月 17 日㈫　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
※次回の開催は 12 月 20 日㈬です。
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

甲種防火管理再講習募集

　比較的大規模な特定防火対象物の
防火管理者には、一定期間ごとに再
講習が義務付けられています。
　より高度な管理能力と最新の知識・
技術を取得するための講習会を行い
ます。
【と　き】
　11 月 10 日㈮
　午前９時～正午
【ところ】
　伊賀市消防本部　３階研修室
【対象者】
　収容人員が 300 人以上の店舗・病
院・集会場・遊技場など、不特定多
数の人が入る特定防火対象物の防火
管理者
【料　金】
　1,400 円（テキスト代）
【定　員】
　30 人　※先着順
【申込方法】
　写真１枚（横 3ｃｍ×縦 4ｃｍ）・印鑑・
テキスト代を伊賀市消防本部まで持
参の上、お申し込みください。
【申込期間】
　10 月 16 日㈪～ 27 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　

【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662


