
10広報いが市 2018 年（平成 30 年） 8 月 15 日号

「子どもの人権 110 番」
強化週間

　学校での「いじめ」や、家庭内で
の「児童虐待」など、子どもをめぐ
るさまざまな人権問題の解決を図る
ため、「子どもの人権 110 番」を実
施しています。
　次の期間は強化週間として、時間
を延長しています。

【と　き】

　８月 29 日㈬～９月４日㈫
　平日：午前８時 30 分～午後７時
　土・日曜日：午前 10 時～午後５時

【相談電話番号】

　☎ 0120-007-110
【問い合わせ】

　津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193

【担当課】　人権政策課

社会を明るくする運動
作文コンテスト　結果発表

　社会を明るくする運動伊賀市推進
委員会では、犯罪や非行のない地域
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
えるきっかけとして、市内の中学生
を対象とした作文コンテストを毎年
開催しています。
　今年は市内の中学校 10 校が参加
し、13 点の作品が入賞しました。
～審査結果（敬称略）～

【最優秀賞】

　松岡　大夢（緑ケ丘中学校２年）
【優秀賞】

　西山　友唯（崇広中学校３年）
　杉本　麗菜（柘植中学校１年）
　町井　志帆（島ヶ原中学校２年）
　福島　実咲（阿山中学校３年）

【奨励賞】

　今矢　敦皓（上野南中学校２年）
　西口　珠生（上野南中学校３年）
　金田　あゆり（城東中学校３年）
　城　昂平（霊峰中学校３年）
　服部　日向（大山田中学校１年）
　中　梨音（大山田中学校２年）
　落合　楓（青山中学校１年）
　山田　歩愛（青山中学校３年）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

建築物を適切に
維持管理しましょう

　建築基準法では、建築物（門・塀・
設備を含む）は、所有者・管理者・
占有者が維持管理することと定めら
れています。建築物は、老朽化によ
り本来の機能や性能が低下し、放置
すると思わぬ災害につながることが
あります。
　特に、補強コンクリートブロック
などの組積造の塀の安全点検をしま
しょう。古いブロック塀は、建築基
準法などの規定を満たしていないこ
とがあります。災害を防止するため
に、日頃から建築物の状態を確認し、
適切に維持管理しましょう。

【問い合わせ】　都市計画課
　☎ 43-2316　ＦＡＸ 43-2317

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】　※ 7 月 20 日現在
○熊本地震災害　573,501 円
○東日本大震災　64,586,336 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害　

17,170 円
○バングラデシュ南部避難民
　3,828 円
○平成 30 年大阪府北部地震災害
　18,422 円
○平成 30 年米原市竜巻災害
　138 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　42,343 円
※お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】

○本庁舎玄関ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

　　　　　　　
　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　上野の古い町家の一般的な屋根
の形と出入り口の位置の組み合わ
せは、（　　　）です。
①切妻平入り
②切妻妻入り
③入母屋平入り
④入母屋妻入り

（答えは 12 ページ）

伊賀のこと
もっと

知りた
い！

問題

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】

　9 月 11 日㈫
　午前 10 時～正午

【ところ】

　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【料　金】　100 円
【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

ヘルプマーク配布します

　県の窓口でヘルプマーク
の配布が始まっています。
　ヘルプマーク（ストラッ
プ）は、援助や配慮を必
要としている障がいのあ
る人や病気の人などが、
支援や理解を求めやすく
するマークです。
　外見から分からない障
がいのある人などもカ
バンなどに吊り下げて、

困ったときに周囲に示すことで、支
援や理解を求めやすくなります。
　配布は、県庁や県福祉事務所・保
健所などで行っています。郵送をご
希望の場合は、返信送付先のお名前・
住所を明記の上、返信用切手を同封
して県庁に請求してください。
　ヘルプマークを持っている人を見
かけたら、電車やバスで席を譲った
り、緊急時や災害時に支援していた
だくなど、ご配慮をお願いします。

【問い合わせ】

　〒 514-8570
　津市広明町 15 番地
　三重県地域福祉課
　ユニバーサルデザイン班
　☎ 059-224-3349
　ＦＡＸ 059-224-3085
　　ud@pref.mie.jp

【担当課】　障がい福祉課
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　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

伊賀地域ブドウ
品評会・即売会

　伊賀地域のブドウの栽培技術の向
上を目的に伊賀産のブドウの品評会
を開催します。また品評会に出品さ
れたブドウの即売会を開催します。

【と　き】　8 月 25 日㈯
　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】

　ＪＡいがふるさと直売所　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）

○午後１時～　即売会（品評会での
逸品の即売、ブドウのふるまいな
ど）※なくなり次第終了

【問い合わせ】

　農林振興課
　☎ 43-2302
　ＦＡＸ 43-2313

いがまち人権センター
解放講座

◆第１回解放講座

※７月６日㈮に開催予定でしたが、
悪天候により次の日程に延期しま
した。

【と　き】　8 月 31 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：「差別身元調査」の撤廃
に向けて～とりくみの視点と課題
を考える～

○講　師：（一財）大阪府人権協会　
相談役　村井　茂さん

◆第 2 回解放講座

【と　き】　9 月 14 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：当事者が語る部落問題の
今～部落問題を自分事として～

（仮題）
○講　師：京都府木津川市職員
　丸田　光昭さん

【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

最近物忘れが
気になりませんか

　９月は「世界アルツハイマー月間」
です。
　認知症は私たちにとって身近な病
気です。認知症を正しく理解して、
認知症の人とその家族の人を地域で
見守っていくことが大切です。
　次のとおり相談窓口を設置します
ので、お気軽にご相談ください。
　簡単な物忘れチェックもできます。

【と　き】

　9 月 11 日㈫
　午後 2 時～ 3 時 30 分

【ところ】

　アピタ伊賀上野店　東側入り口
　（服部町１７８８番地）

【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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。

【と　き】

　9 月 6 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　４階
ミーティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】

○三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
○健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　９月 10 日の自殺予防デーにちな
んで、毎年 9 月 10 日からの１週間
を自殺予防週間と定めています。悩
みを抱えた人が必要な情報や支援が
受けられるよう、伊賀保健所ととも
に街頭啓発を実施します。

【と   き】　９月 14 日㈮
　午前７時 30 分～８時 30 分

【ところ】　上野市駅前周辺
【実施内容】　ポケットティッシュや
啓発物品を配布し、悩みの相談窓口
を案内します。

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

自殺予防週間街頭啓発

　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】　9 月 8 日㈯
　午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分

【ところ】

　名張産業振興センターアスピア　
4 階（名張市南町 822 番地の 2）

【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）
　※土・日曜日を除く。
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/

【担当課】　課税課

税理士相談会

　～日本にしかない

仲間で創る座の文芸～

　芭蕉さんの文芸・絵解き『歌仙』展

　伊賀で生まれた芭蕉さんが心血を
注いだ俳諧の連歌。その晩年の傑
作２巻と地元連衆作の計３巻、108
句をすべて絵解きで展示。句に句を
付ける面白さを味わってください。

【と   き】　10 月７日㈰まで
午前９時～午後４時 30 分
※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

柘植歴史民俗資料館企画展 催し
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