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防災行政無線の試験放送
を行います

お知
らせ
お知
らせ

　「全国瞬時警報システム」の訓練
のため、試験放送をしますので、ご
理解をお願いします。

【と　き】　11 月 28 日㈮　午前 11 時
【放送内容】
　チャイム
　「これは、テストです。」
　「こちらは、広報伊賀です。」

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

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

【義援金総額】　64,114,957 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
10 月 28 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
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

労働条件相談ほっとラインお知
らせ
お知
らせ

　労働条件でお悩みの人はお気軽に
ご相談ください。
　☎ 0120-811-610（フリーダイヤル）

【受付時間】
○月・火・木・金曜日
　午後５時～ 10 時
○土・日曜日　午前 10 時～午後５時
※ 12 月６日㈯のみ正午～午後 5 時
※年末・年始（12 月 29 日～１月　　
　３日）は除く。
※平成 27 年３月末まで開設
　詳しくは三重労働局ホームページ
をご覧ください。

【問い合わせ】○三重労働局労働基
準部監督課　☎ 059-226-2106
　三重労働局ホームページ
　http://mie-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/
○商工労働課　
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

上野同和教育研究協議会
連続講座（第１回・第２回）

催し

　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上同研では、活動の成果
を確認し、より積極的にこれからの
活動に役立てるため、連続講座 ( 第
１回・第２回 ) を開催します。

【と　き】
○第 1 回：12 月２日㈫
　午後７時 30 分～９時 15 分
○第２回：平成 27 年１月 15 日㈭ 
　午後７時 30 分～９時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【内　容】
○第１回：映画上映
　「ある精肉店のはなし」(約108分)
○第２回：講演会
　講師：北出　新司さん
　　　　　（上記映画の主人公）

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

上野総合市民病院　
市民公開講座

催し

【と　き】　11 月 29 日㈯
　講演：午後１時 30 分～
　（受付：午後 1 時～）

【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
　　　　　４階白鳳の間

【テーマ】　「家庭の医学」にのって
いない最新の医学、最新の治療

【講　演】
①「便もれ　ひとりぐらしでも困ら
　ないために」
　上野総合市民病院
　院長　三木　誓雄
②「ほっておくと怖い『鼠径ヘルニア』」
　上野総合市民病院
　外科部長　濱口　哲也
③「最近は、注射でなおる『じ』も
　あります」
　上野総合市民病院
　外科医師　森本　雄貴

【定　員】　200 人　※先着順
※申し込み不要

【問い合わせ】
　上野総合市民病院
経営企画課
　☎ 24-1111
　ＦＡＸ 24-1565

「芭蕉句碑散歩」発行お知
らせ
お知
らせ

　芭蕉翁生誕 370 年記念事業実行
委員会では、市内の句碑を掲載した
リーフレット「芭蕉句碑散歩」を作
成しました。次の場所にありますの
で、お知らせします。

【リーフレット配布場所】
　本庁舎玄関受付・各支所振興課・
文化交流課（上野ふ
れあいプラザ２階）・
芭蕉翁記念館・芭蕉
翁生家・蓑虫庵

【問い合わせ】　
　文化交流課
　☎ 22-9621
　ＦＡＸ 22-9628

「芭蕉さんと私Ⅱ」お知
らせ
お知
らせ

　芭蕉生誕 370 年記念冊子「芭蕉
さんと私Ⅱ」が完成しました。予約
済みの人には次の窓口でお渡ししま
す。なお、部数に余裕がありますの
で、予約をしていない場合はお問い
合わせください。

【受け渡しの窓口】
○文化交流課（上野ふれあいプラザ
　２階）：午前 8 時 30 分～午後５
　時 15 分（閉庁日は除く。）
○芭蕉翁記念館（上野公園内）：
　午前 8 時 30 分～午後５時　
　（休館は年末年始・展示替日）

【金　額】　1 冊 1,000 円
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

消火栓や防火水槽の付近は
　　　　　　   駐車禁止です

お知
らせ
お知
らせ

　消火栓や防火水槽などの消防水利
の周辺は、法律で駐車が禁止されて
おり、違法駐車は一刻を争う消火活
動の妨げになります。
　また、道幅の狭い道路における駐
車車両は、消防車両の通行の妨げに
なり、消防隊・救急隊の現場到着が
遅れる原因になります。
　日頃から、消防・救急活動の支障
となる駐車をしないよう、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
消防水利付近の主な駐車禁止場所
①消火栓の周囲５ｍ以内
②防火水槽の周囲５ｍ以内
③指定消防水利（プール・池など）
　の標識から５ｍ以内

【問い合わせ】　中消防署　
　☎ 24-9107　ＦＡＸ 24-3544
　東消防署
　☎ 45-3100　ＦＡＸ 45-4468
　南消防署
　☎ 52-1151　ＦＡＸ 52-0602
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お
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集
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・
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談

催
　
し

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

　市民の皆さんの自主的なまちづく
り活動を支援し、個性的で魅力あふ
れる地域づくりを推進するため住民
自治協議会と市民公益活動団体が行
う事業について、市がその経費の一
部を補助します。

【補助内容】　平成 27 年度に実施す
る事業について、補助金申請を受け
付けます。目的別に「基礎支援」「課
題発見支援」「協働促進支援」の３
つのコースがあります。それぞれ補
助率や補助限度額が異なります。詳
しくはお問い合わせいただくかホー
ムページをご覧ください。

【募集期間】　12 月１日㈪～平成 27
年１月 30 日㈮
◆説明会

【と　き】　11 月 20 日㈭
　　　　　午後７時 30 分～

【ところ】　ゆめぽりすセンター
　　　　　２階大会議室

【問い合わせ】
　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ  22-9694
　各支所振興課

地域活動支援事業補助金
対象事業の募集・説明会

募集

離乳食教室催し

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
い、という人もぜひご参加ください。

【と　き】　12 月 18 日㈭　
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」、栄養相談
※申し込み不要。子どもと一緒に参　　
　加できます。

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

企画展『柘植小学校
芭蕉祭回顧展』

催し

　柘植小学校で、昭和 11 年から続
き、今も行われる芭蕉祭（校内しぐ
れ忌）の記録写真や模擬祭壇の設置、
特選句の紹介、さらに 64 年前に制
作された自作スライド教材の展示を
しています。また、２階の展示室で
は、伊賀町芭蕉忌（しぐれ忌）献詠
句小中学校特選句展として、昭和
38 年から伊賀市合併まで 41 年間
の旧伊賀町５小・中学校児童・生徒
の作品 532 句の紹介をしています。

【と　き】　平成 27 年１月 11 日㈰
までの午前９時～午後４時 30 分
※毎週月曜日と 12 月 29 日～１月
　３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】　文化財課　
　☎ 47-1285　ＦＡＸ   47-1290

伊賀連携フィールド２０１４
市民講座「忍者・忍術学講座」

催し

　伊賀連携フィールドでは、忍者研
究者による「忍者」をテーマとした
講座を開催しています。

【と　き】　12 月 13 日㈯
　午前 10 時 30 分～正午

【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
【演　題】　忍者伝承地「伊賀」
【講　師】　伊賀忍者研究会
　　　　　池田　裕さん

【問い合わせ】　三重大学人文学部
チーム　☎ 059-231-9194
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ   22-9628

１
い い

１月３
みらい

０日は「年金の日」催し

　休日年金相談を実施します。年金
記録や将来の年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えて
みませんか。

【と　き】　11 月 30 日㈰
　午前９時 30 分～午後４時

【ところ】  津年金事務所（津市桜橋
３丁目 446-33）　　　
※ 年金手帳や「ねんきん定期便」
　か本人確認ができる書類を持
　参してください。
※毎月第１水曜日、第３金曜日にハ
　イトピア伊賀で出張年金相談を
　行っています。

【問い合わせ】
　津年金事務所
　☎ 059-228-9188

　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

　方書とは、施設名やアパート
名、またその部屋番号のことを
いいます。
　住民票には方書が記載されて
いないことがあり、地番表示だ
けでは同じ地番に複数の世帯が
存在すると、郵便物が正確に届
かない場合があります。これを
解消するため、住民票に方書が
記載されていない人は、方書追
加の手続きをお願いします。

【申し出ができる人】
　世帯主または 15 歳以上で同じ
世帯の人
※同一世帯員以外の人が代理で
　申請される場合は委任状が必
　要です。

【手続き場所】
　住民課または各支所住民福祉課

【持参いただくもの】
　印鑑、本人確認書類（運転免
許証・パスポート・顔写真付き
の住民基本台帳カードなど）

【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ   22-9643

ウェルカムベビー教室募集

　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として開催します。妊婦さんはもち
ろん、赤ちゃんのお世話をする家族
も一緒にご参加ください。

【と　き】
　12 月７日㈰　午前 10 時～正午

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】　妊婦体験（家族対象）・
沐浴体験・情報交換会　など

【対象者】
　妊婦とその家族（夫、母など）

【定　員】　15 組　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳
【申込開始日】　11 月 20 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ   22-9666

住民票の方
かたがき

書記載のお願い

申請が
必要です！！


