
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　地域住民による訓練などを行います。
【と　き】　11月７日㈰　午前中
【ところ】　島ヶ原地内
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、参加団体を限定して実
施します。なお、訓練の見学は控
えてください。

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444

伊賀市総合防災訓練

　三重県の最低賃金は、10 月１日
から 28 円引き上げられて、「時間
額 902円」になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態
（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働くすべての労働者に適
用されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対応
して、中小企業支援のための業務改
善助成金制度や働き方改革推進支援
センター無料相談窓口（☎  0120-
111-417）を設けていますのでご活
用ください。
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108

　新型コロナウイルス感染症の驚異
的な感染拡大と、三重県での状況を
踏まえ、今秋開催を予定していた三
重とこわか国体【9/25 ㈯～ 10/5
㈫】・三重とこわか大会【10/23 ㈯
～10/25㈪】は、中止となりました。
　三重とこわか国体・三重とこわか
大会の開催を楽しみにしていただい
ていた皆さんには、大変残念ではあ
りますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためご理解いただきます
ようお願いします。
　また、これまで三重とこわか国体
伊賀市実行委員会のさまざまな取り
組みにご協力いただきました皆さん
に心より感謝を申し上げます。
　これらの取り組みは、市実行委員
会ホームページに掲載していますの
で、ぜひご覧ください。
【問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員会
　（国体推進課）
　☎ 43-9100　℻  43-9102

三重県最低賃金改定

三重とこわか国体・
三重とこわか大会開催中止

　10月 27 日㈬～ 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。
　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、か
たちづくるために、
「本」が重要な役割を果たすことは
変わりません。
　暮らしのスタイルや人生設計のな
かに、新しい感覚での「本とのつき
あい方」を取り入れ、読書週間を機
に、図書館などで本との出会いを楽
しんでみませんか。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

秋の読書週間

　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」

　一般作品（絵画、書、彫塑、写真、
生け花、手工芸、俳句、その他）、サー
クル作品、保育所児童作品・小中学
生作品などを展示します。
【と　き】
　10 月 30日㈯～ 11月１日㈪
　午前９時～午後５時
※最終日は午後４時 30分まで
【ところ】　あやま文化センター　
【問い合わせ】
　阿山公民館
　☎ 43-0154　℻  43-9019

第 17回あやま展覧会

「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　FAX   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

「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

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　10月 22日㈮　午前９時～正午
【ところ】
　上野東公園（西明寺 3201-1）
【内　容】　刈払機の使い方（実例紹
介・演習）など
【対象者】
　市内在住の 60 歳以上の人
【定　員】　10人
※応募者多数の場合は選考します。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期限】　10月 13日㈬
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

「草刈りのしごと体験」
講習会

　大規模な特定用途防火対象物の防
火管理者は、一定期間ごとの再講習
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と技術を習
得するための講習です。
【と　き】
　11月５日㈮　午前９時～正午
【ところ】　消防本部　３階研修室
【対象者】　収容人員が300人以上の
特定用途防火対象物の防火管理者
【料　金】　1,400 円（テキスト代）
※伊賀市防火協会員は 700円
【定　員】　先着 30人
【申込方法】　写真１枚（横３㎝×縦
４㎝）・料金を下記まで持参
【申込期間】
　10月 18日㈪～ 22日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

甲種防火管理再講習

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「気づき」「インターネットと人権」
【と　き】　10月 1日㈮～ 28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
「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」

【と　き】　10月１日㈮～ 28日㈭
※開館延長日 12日㈫、19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
「女性と子どもの貧困」
【と　き】　10月６日㈬～ 21日㈭
※開館延長日　７日㈭、14 日㈭、
21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
「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示②」

【と　き】
　10月５日㈫～ 11月 10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
◆大山田公民館　人権啓発パネル展
「女性の人権問題／高齢者の人権問題」

【と　き】　10月１日㈮～ 28日㈭
【ところ】　大山田公民館
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

人権啓発パネル展

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力
　本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官採用試験情報

　市では、子育てや介護を行う家庭
を含むすべての家族を優しく包み込
む雰囲気のある地域になるように、
「伊賀市まるごとハタラキカタ応援
宣言」を行い、いきいきと働き続け
られる職場づくりに、地域ぐるみで
取り組んでいます。この一環として
イクボス講座を開催します。
【と　き】
　11月 24日㈬　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：働き方改革とイクボス
○講師：同志社大学政策学部教授　
　川口　章さん
【対象者】
　市内の企業・事業所・団体などの
経営者、管理職、総務人事担当者
など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　
　氏名・会社名・電話番号をファッ
クスまたは Eメールで下記まで。
【申込期間】
　10月７日㈭～ 29日㈮
【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 syoukou@city.iga.lg.jp

イクボス講座

【と　き】
　10 月 19日㈫
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
◦演題：マジョリティの特権を可視
化する～差別を自分ごととしてと
らえるために～

◦講師：上智大学　出口　真紀子さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】
　10月 12日㈫
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

第４回おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　地域住民による訓練などを行います。
【と　き】　11月７日㈰　午前中
【ところ】　島ヶ原地内
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、参加団体を限定して実
施します。なお、訓練の見学は控
えてください。

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444

伊賀市総合防災訓練

　三重県の最低賃金は、10 月１日
から 28 円引き上げられて、「時間
額 902円」になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態
（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働くすべての労働者に適
用されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対応
して、中小企業支援のための業務改
善助成金制度や働き方改革推進支援
センター無料相談窓口（☎  0120-
111-417）を設けていますのでご活
用ください。
【問い合わせ】
　三重労働局賃金室
　☎ 059-226-2108

　新型コロナウイルス感染症の驚異
的な感染拡大と、三重県での状況を
踏まえ、今秋開催を予定していた三
重とこわか国体【9/25 ㈯～ 10/5
㈫】・三重とこわか大会【10/23 ㈯
～10/25㈪】は、中止となりました。
　三重とこわか国体・三重とこわか
大会の開催を楽しみにしていただい
ていた皆さんには、大変残念ではあ
りますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためご理解いただきます
ようお願いします。
　また、これまで三重とこわか国体
伊賀市実行委員会のさまざまな取り
組みにご協力いただきました皆さん
に心より感謝を申し上げます。
　これらの取り組みは、市実行委員
会ホームページに掲載していますの
で、ぜひご覧ください。
【問い合わせ】
　三重とこわか国体伊賀市実行委員会
　（国体推進課）
　☎ 43-9100　℻  43-9102

三重県最低賃金改定

三重とこわか国体・
三重とこわか大会開催中止

　10月 27 日㈬～ 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。
　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、か
たちづくるために、
「本」が重要な役割を果たすことは
変わりません。
　暮らしのスタイルや人生設計のな
かに、新しい感覚での「本とのつき
あい方」を取り入れ、読書週間を機
に、図書館などで本との出会いを楽
しんでみませんか。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

秋の読書週間

　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」

　一般作品（絵画、書、彫塑、写真、
生け花、手工芸、俳句、その他）、サー
クル作品、保育所児童作品・小中学
生作品などを展示します。
【と　き】
　10 月 30日㈯～ 11月１日㈪
　午前９時～午後５時
※最終日は午後４時 30分まで
【ところ】　あやま文化センター　
【問い合わせ】
　阿山公民館
　☎ 43-0154　℻  43-9019

第 17回あやま展覧会

「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　FAX   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

「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

最新の放送内容を
視聴できるほか、
過去の放送分も視
聴できます。

【問い合わせ】
　広聴広報課
　☎ 22-9636
　℻  22-9617

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式Youtubeチャンネルで配信中！

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【と　き】
　10月 22日㈮　午前９時～正午
【ところ】
　上野東公園（西明寺 3201-1）
【内　容】　刈払機の使い方（実例紹
介・演習）など
【対象者】
　市内在住の 60 歳以上の人
【定　員】　10人
※応募者多数の場合は選考します。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下
記まで。
【申込期限】　10月 13日㈬
【申込先・問い合わせ】
　（公社）伊賀市シルバー人材センター
　☎ 24-5800　℻  23-2040
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

「草刈りのしごと体験」
講習会

　大規模な特定用途防火対象物の防
火管理者は、一定期間ごとの再講習
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と技術を習
得するための講習です。
【と　き】
　11月５日㈮　午前９時～正午
【ところ】　消防本部　３階研修室
【対象者】　収容人員が300人以上の
特定用途防火対象物の防火管理者
【料　金】　1,400 円（テキスト代）
※伊賀市防火協会員は 700円
【定　員】　先着 30人
【申込方法】　写真１枚（横３㎝×縦
４㎝）・料金を下記まで持参
【申込期間】
　10月 18日㈪～ 22日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　℻  24-9111

甲種防火管理再講習

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「気づき」「インターネットと人権」
【と　き】　10月 1日㈮～ 28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
「一人ひとりが生きやすい社会の
ために」

【と　き】　10月１日㈮～ 28日㈭
※開館延長日 12日㈫、19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
「女性と子どもの貧困」

【と　き】　10月６日㈬～ 21日㈭
※開館延長日　７日㈭、14 日㈭、
21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
「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示②」

【と　き】
　10月５日㈫～ 11月 10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
◆大山田公民館　人権啓発パネル展
「女性の人権問題／高齢者の人権問題」

【と　き】　10月１日㈮～ 28日㈭
【ところ】　大山田公民館
【問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　℻  46-0131

人権啓発パネル展

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力
　本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官採用試験情報

　市では、子育てや介護を行う家庭
を含むすべての家族を優しく包み込
む雰囲気のある地域になるように、
「伊賀市まるごとハタラキカタ応援
宣言」を行い、いきいきと働き続け
られる職場づくりに、地域ぐるみで
取り組んでいます。この一環として
イクボス講座を開催します。
【と　き】
　11月 24日㈬　午後２時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
○演題：働き方改革とイクボス
○講師：同志社大学政策学部教授　
　川口　章さん
【対象者】
　市内の企業・事業所・団体などの
経営者、管理職、総務人事担当者
など
【定　員】　先着 50人
【申込方法】　
　氏名・会社名・電話番号をファッ
クスまたは Eメールで下記まで。
【申込期間】
　10月７日㈭～ 29日㈮
【申込先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695
　 syoukou@city.iga.lg.jp

イクボス講座

【と　き】
　10 月 19日㈫
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
◦演題：マジョリティの特権を可視
化する～差別を自分ごととしてと
らえるために～

◦講師：上智大学　出口　真紀子さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期限】
　10月 12日㈫
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

第４回おおやまだ人権
大学講座 in ライトピア

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
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