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伊賀市文化会館ホールの
予約を停止します

お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市文化会館では、施設改修工
事のため、次の期間の施設予約を停
止させていただきます。ご利用をお考
えの皆さんにはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

【予約停止施設】
　伊賀市文化会館内　ホール

【休止予定期間】　平成 28 年 1 月 4
日㈪～ 3 月 4 日㈮　（61 日間）
※ホール以外の施設は、通常どおり予約可能

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ   22-9694
　伊賀市文化会館　☎ 24-7015

ゴールデンウィークの歯科診療お知
らせ
お知
らせ

　休日の急な歯の痛みや腫れなど、
どうしても我慢できないときに次の
歯科医院で午前９時から午後５時ま
で診察が受けることができますの
で、ご利用ください。
　なお、受診する前には電話で確認
してから、健康保険証などを忘れず
に持って行きましょう。
○５月 3日（日・祝）
　和久田歯科医院（平野城北町 113）　
　☎ 21-8241
○５月４日（月・祝）
　稲浜歯科医院（上野片原町 2773）
　☎ 21-0383
○５月５日（火・祝）
　山本歯科医院（上野農人町 386-1）
　☎ 21-0015

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

　

●５月１日（金）
　午前 10時～ 11時
　伊賀支所　
●５月 19日（火）
　午前 10時～ 11時
　青山公民館

献血のご案内

伊賀鉄道伊賀線は「公有民営方式」に
◆ 平成 29 年度から、伊賀線の事業形態を変更します

【問い合わせ】総合政策課
　☎22-9663　ＦＡＸ  22-9672

　鉄道施設や車両などを自治体が保有、維持管
理し、それらを鉄道運行事業者に無償で貸与し
て運行することを「公有民営方式」といいます。
　現在の伊賀線は、近鉄㈱が鉄道施設など

を保有し、伊賀鉄道㈱が運行を担っていますが、平成 29
年度から、近鉄㈱が保有している鉄道施設や車両を市に
譲渡いただき、市がそれらを維持管理しながら伊賀鉄道
㈱に無償貸与することで運行する「公有民営方式」に移
行することが決まりました。また、これまで市と近鉄㈱
で支援していた伊賀鉄道㈱の赤字について、移行後は市
が負担することになります。
　市のまちづくりにとって必要不可欠な伊賀線を維持存
続していくため、市民の皆さん一人ひとりの積極的なご
利用をお願いします。

◆公有民営方式（平成 29 年度以降）

伊賀鉄道㈱
　　　第２種鉄道事業者
　　　運行、営業

伊賀市
　　　第３種鉄道事業者
　　　施設・車両保有、維持管理

民営

公有

施設・車両・土地
無償貸与

赤字補填
利益還元

お達者チェックを実施します
　介護予防のためのお達者チェッ
クシート（運動・栄養・物忘れなど
25 個の質問表）を用いて、あなた
の元気度を判定します。
　この調査の結果、生活機能の低下
がみられた人には、介護予防教室を
ご案内します。

【対象者】　65 歳以上の人で、介護
保険の認定（要支援・要介護）を受
けていない人

【実施方法】
○対象者のうち、昭和 10 年 4 月 1 日
　から昭和 19 年 3 月 31 日までに生
　まれた人には、4 月中にお達者
　チェックシートを送付します。
※同封の返信用封筒にて 5 月 8 日㈮
　までに提出してください。
○そのほかの人は、広報いが市 6 月
　1 日号に「お達者チェックシート」を
　掲載しますのでご利用ください。

【問い合わせ】　地域包括支援セン
ター（愛称：中部にんにんサポート
伊賀）　☎ 26-1521　ＦＡＸ  24-7511

お知
らせ
お知
らせ

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【ご協力いただいた団体】（敬称略）
　検診センター

【義援金総額】　64,279,131 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 27 年
３月 26 日）⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・医療福祉政策
課・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。
　　「芭蕉」の名は次のどれから
つけた名前でしょうか？
①植物　②動物　③鉱物　④星座

　（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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“ゆめドームうえの”で健康づくりお知
らせ
お知
らせ

【対象者】　中学生以上
◆トレーニング室
…午前９時～午後 10 時（火・土曜
日は午後９時まで）
※利用は１回１人２時間以内
※午後５時以降の利用は３日前まで
　に要予約（火・土曜日は除く。）

【料　金】　
○登録料：200 円／年（４月１日
～平成 28 年３月 31 日）
※初めて施設を利用する人は、登録
　講習会を受講してください。
○利用料：300 円（中学生・高校
生は 150 円）
※火・土曜日（午後１時～９時）は
　400 円
◆フィットネス教室
…毎週火・土曜日　午後１時～９時

【料　金】１回１人 400 円　
　お得な 11 枚つづり 4,000 円回数
券をゆめドームうえの受付で販売中
≪エアロビクス≫
　リズミカルな音楽に合わせた有酸
素運動です。心肺機能の向上や脂肪
燃焼に効果的です。
≪健康体操≫
　体をしっかり動かしたり、のばし
たり、リラックスして体力を身につ
けましょう。
○体力測定　…第２・４土曜日
　10 種類の測定を行い、その結果
をもとに指導者がわかりやすく説明
します。
※詳しい時間帯などはお問い合わせ
　ください。

【問い合わせ】
　県立ゆめドームうえの
　☎ 22-0590　ＦＡＸ 22-0592
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9666

特別障害者手当などの
手当月額を引き上げます

お知
らせ
お知
らせ

　４月分から次の手当月額を引上げ
ます。各手当の受給者には別途お知
らせします。
○特別障害者手当
　26,000 円⇒ 26,620 円
○障害児福祉手当
　14,140 円⇒ 14,480 円
○福祉手当（経過措置分）
　14,140 円⇒ 14,480 円

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

上野支所振興課お知
らせ
お知
らせ

　地域の振興業務の強化などのため
上野支所振興課を 4 月から上野ふ
れあいプラザ２階に配置しました。
住民自治協議会の支援や地区振興計
画などを担当します。
　上野地域にお住まいの人の窓口業
務や相談業務などはこれまでと変わ
りなく本庁各課で担当します。

【問い合わせ】　上野支所振興課　
　☎ 22-9633　ＦＡＸ 22-9694

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

【と　き】　5 月 7 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
※参加申し込み不要

【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

つつじ祭ウォーク催し

　ゴールの余野公園では 15,000 本
の美しいつつじと、当日開催される

「つつじ祭」をお楽しみください。
【と　き】　５月 10 日㈰　
※小雨決行（つつじ祭が中止の場合
　は、ウォーク開催を中止します。）

【集　合】　JR 柘植駅前　
○集合・受付：午前９時 40 分
○出発：午前 10 時
○解散：午前 11 時 30 分頃（余野
公園到着）

【コース】　JR 柘植駅 ― 柘
つ げ け

植家煉
れ ん が

瓦
塀
べい

 ― 麗
れいたくしゃあと

澤舎跡 ― 都美恵神社 ― 薬
師寺 ―濱

は ま ち じ ょ う し

地城址 ― 風の森社跡 ― 
余野公園（総距離約４km）
※余野公園から JR 柘植駅までは、
　ウォーク参加者専用のシャトルバ
　スをご利用ください。
○ JR 柘植駅へは公共交通機関でお
越しください。
○歩きやすい服装で、水筒・敷物な
どをご持参ください。
○小学生以下は保護者同伴。
○中止の場合は当日午前７時に決定し
ます。伊賀市商工会へご確認ください。

【問い合わせ】
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　総合政策課　
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672

大山田温泉さるびの
5月イベント情報

催し

○川魚つかみ大会
【と　き】　５月５日（火・祝）
【ところ】　さるびの温泉敷地内
※詳細は、後日市ホームページでお
　知らせします。
○チンドン富都路公演

【と　き】　５月９日㈯　
【ところ】　さるびの温泉施設内 
【内　容】　歌謡曲、演歌、童謡、ポッ
プス、ジャズなど
　第 1 ステージ：午前 11 時～正午
　第 2 ステージ：午後 1 時～ 2 時
○毎月第４日曜日ワンコインデー

【と　き】　５月 24 日㈰
【入浴料】　 一般・高齢者：500 円
※ 小人（400 円）、身体障がい者
　（400 円）、身体障がい児（200 円）
　は通常料金です。 
◆ゴールデンウィークの営業案内
　５月５日（火・祝）：営業日
　５月７日㈭：振替休館日

【問い合わせ】
　大山田温泉さるびの
　☎ 48-0268　ＦＡＸ 48-9811
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ 46-1764

伊賀線まつり2015催し

【と　き】　５月３日（日・祝）
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　伊賀鉄道上野市車庫（上
野市駅下車すぐ）

【内　容】　○軌道自転車：線路など
の保守作業用として使われていた二
人乗り自転車で、車庫線内（約 70
ｍ）を走行。
○車両撮影会：車庫線に 200 系車
両を留置し撮影。
○車掌体験（予約制）：伊賀鉄道の
制服を着て、車内放送や車両の扉の
開閉体験。
○伊賀線ジオラマ、鉄道模型コーナー：
　伊賀線のジオラマや模型の運転体験
○鉄道グッズの展示、販売（伊賀鉄
道、近鉄ほか）
○ゆるキャラとふれあおう！　など

【問い合わせ】
　伊賀鉄道㈱上野市駅
　☎ 21-3231
　総合政策課　
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672


