
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　次代の社会を担う子どもが健やか
に生まれ、育成される環境の整備を
図るために、ご意見をいただける委
員を募集します。
【募集人数】　2人以内
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内在住で、満 20歳以上の人
○市議会議員・市職員でない人
○市が設置する他の審議会や附属機
関の委員でない人

【開催回数】
　任期内に４回程度（原則、平日の
昼間 2時間程度）
【任　期】
　10月１日～令和４年９月 30日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　「子育て支援の充実について思う
こと」を 800字以内（様式は自由）
にまとめ、住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号を明記の
上、下記まで。
【選考方法】
　作文審査（性別・年齢など委員の
構成比率を考慮して決定します。）
※選考結果は、応募者全員に通知し
ます。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】　８月 31日㈪必着
【応募先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

子ども・子育て会議委員募集

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「性的マイノリティの人権」、「同和
問題」
【と　き】　７月１日㈬～ 30日㈭
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「差別と文化」
【と　き】　７月１日㈬～ 30日㈭
※開館延長日：14日㈫・21日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

◆いがまち人権パネル展
　「障がい者の人権」
【と　き】
　７月６日㈪～ 22日㈬
※開館延長日：９日㈭、16日㈭
【ところ】
　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

◆青山公民館　人権啓発パネル展
　「水平社宣言」
【と　き】
　７月６日㈪～ 31日㈮
【ところ】
　青山公民館　１階ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

◆阿山支所　人権啓発パネル展
　「原爆と人間　ヒロシマ・ナガサキ」
【と　き】
　８月３日㈪～ 31日㈪
【ところ】　阿山支所
【問い合わせ】　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　℻  43-1679

人権啓発パネル展

　市政情報をお伝えしています。
　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
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

「広報いが」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　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

　７月は「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」です。
　これからの伊賀市を担う子どもた
ちを社会全体で育むため、家庭・学
校・地域が一体となって青少年の健
全育成に取り組むことが必要です。
　まずは、地域の子どもたちへのあ
いさつや声かけから始めてみません
か。大人から見守られているという
認識が、子どもたちの問題行動の抑
止につながります。
　伊賀市青少年育成市民連絡会議と
市教育委員会では、非行を誘発しや
すい施設などを巡回し、関係者の協
力を求めることで青少年を取り巻く
有害な環境をなくす活動を推進して
います。
　今後も、講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成について発信して
いきます。市民の皆さんのご理解・
ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【と　き】　8月 18日㈫
　午後１時 30分～３時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　離乳食後期（3回食）の
話・離乳食の調理
【持ち物】
　母子手帳・
筆記用具・エ
プ ロ ン・ 三
角巾・手ふき
タオル・託児
に必要なおも
ちゃやおむつなど
【定　員】　先着６人
【申込方法】
　住所・参加する保護者と子どもの
氏名・生年月日・電話番号・託児希
望の有無を下記まで。
【申込受付開始日】
　７月 15日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

子どもたちに
声をかけましょう

離乳食教室

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　子どもたちの学びの意欲を高め
る、ボランティア・ティーチャーに
なりませんか。応募者は、教育研究
センターの人材バンクに登録し、市
内の幼稚園、小中学校で活動してい
ただきます。随時募集をしています
ので、詳しくはお問い合わせくださ
い。
【応募条件】
○地域の伝承芸能を受け継いでいる人
○職業として技術を駆使している人
（米作り・野菜作り・理容師・美
容師など）
○ボランティア・NPOとして活動
している人
○趣味やサークル活動を楽しんでい
る人（手芸・ゲートボール・将棋・
囲碁・菊作り・コーラス・楽器演
奏・料理など）
○地域の歴史や民話・戦争体験など
に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
文など）
○地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
昆虫・植物・地層など）
○科学に関心のある人（科学実験など）
【問い合わせ】
　教育研究センター
　☎／℻  21-8839

ボランティア・ティーチャー
募集

　新型コロナウイルス感染症対策と
して、今年度に限り、支給額を増額
し、昨年の一定期間の収入に比べ著
しく収入の減った世帯を新たに対象
者の要件に加えます。対象者や申込
方法など詳しくは、市ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
【申込期限】　７月 31日㈮
【支給額】
○高等学校やそれに該当する高等専
修学校など
　120,000 円／年
○大学・短期大学・専門学校など
　240,000 円／年
※昨年度から継続の受給者も増額し
ます。

【申込先・問い合わせ】
　教育総務課
　☎ 22-9644　℻  22-9647

　幼児から子ども向けの英語を使っ
た歌や踊り、夏をテーマにしたクイ
ズやゲームをします。
【と　き】
　8月 25日㈫
　午前 10時～ 11時
【ところ】
　阿山保健福祉センター ホール
【対象者】
　英語に興味のある人
【料　金】
　子ども 1人につき 500円
※当日受付
【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　 mie-iifa@ict.jp

　

●７月 26日㈰
　午前 10時～正午
　午後 1時 30分～ 4時
　アピタ伊賀上野店
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

伊賀市同和奨学金と
伊賀市奨学金の拡充

親子英語サークル
アメリカンパイ
「サマーイベント」

【と　き】　８月７日㈮
○午前の部：９時 30分～
○午後の部：１時 30分～
【ところ】　ゆめテクノ伊賀
　３階テクノホール
　（ゆめが丘一丁目 3-3）
【内　容】
○ファイバーツリーを作ろう！
　講師：三重大学産学官連携アドバ
　イザー　加藤　進さん
○タピオカってナンジャ！？
　講師：三重大学名誉教授
　久松　眞さん
【対象者】　小学校４～６年生　
※保護者同伴不可
【持ち物】
　筆記用具・単三マンガン電池2本・
飲み物・マスク・エプロン
【定　員】　各部 20人
【申込方法】
　チラシ記載の応募用紙に必要事項
を記入の上、郵便はがきに貼り付け
て郵送してください。詳しくはお問
い合わせいただくか、伊賀市文化都
市協会ホームページをご覧ください。
【申込期限】
　７月 17日㈮　消印有効
※応募者多数の場合は、７月 22日
㈬ 午前 10 時から、ゆめテクノ
伊賀で公開抽選会を行います。抽
選結果は、当選者のみ後日連絡し
ます。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

ゆめテクノ伊賀こども大学

　　

※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ＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　市部の森脇遺跡や上郡の
谷遺跡では、（　　　）時代の石
包丁が出土しています。
①縄　文　　②弥　生
③室　町　　④江　戸

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp
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○ファイバーツリーを作ろう！
　講師：三重大学産学官連携アドバ
　イザー　加藤　進さん
○タピオカってナンジャ！？
　講師：三重大学名誉教授
　久松　眞さん
【対象者】　小学校４～６年生　
※保護者同伴不可
【持ち物】
　筆記用具・単三マンガン電池2本・
飲み物・マスク・エプロン
【定　員】　各部 20人
【申込方法】
　チラシ記載の応募用紙に必要事項
を記入の上、郵便はがきに貼り付け
て郵送してください。詳しくはお問
い合わせいただくか、伊賀市文化都
市協会ホームページをご覧ください。
【申込期限】
　７月 17日㈮　消印有効
※応募者多数の場合は、７月 22日
㈬ 午前 10 時から、ゆめテクノ
伊賀で公開抽選会を行います。抽
選結果は、当選者のみ後日連絡し
ます。

【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

ゆめテクノ伊賀こども大学

　　

※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ＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　市部の森脇遺跡や上郡の
谷遺跡では、（　　　）時代の石
包丁が出土しています。
①縄　文　　②弥　生
③室　町　　④江　戸

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

29 2020.7

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
・
講
座


