
◆フィットネス教室
　時間帯などはお問い合わせください。
【料　金】　400 円
※お得な 11 枚つづり 4,000 円の回数券を県立ゆめ 
　ドームうえの受付で販売しています。
①エアロビクス（毎週火・土曜日）
　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。
②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。
③健康体操（毎週火・土曜日）
　体をしっかり動かしたり、のばしたり、リラックス
して体力をつけましょう。

◆トレーニング室
【利用時間】　
　午前 9 時～午後 10 時
※火・土曜日は午後９時までです。
※ 1 回２時間以内
※午後５時以降の利用は３日前までに予約してください。
　（火・土曜日は予約不要。）
【料　金】　300 円
※中学生・高校生：150 円
※火・土曜日（午後 1 時～ 9 時）：400 円
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市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

お達者チェックお知
らせ
お知
らせ

【対　象】
　要支援・要介護認定を受けていな
い 65 歳以上の人
【実施内容】
　お達者チェックにより、加齢に伴
う心身の機能や日常生活動作などの
生活機能の衰えを確認します。
　生活機能の衰えが心配な人には、
機能の維持・向上を目的とした介護
予防教室を案内します。
【実施方法】　対象者には、４月中旬
にチェック表を郵送します。返信用
封筒で提出してください。
【提出期限】　５月２日㈬
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ   24-7511

【問い合わせ】　
　スポーツ振興課　☎22-9680　ＦＡＸ  22-9692
　県立ゆめドームうえの
　☎ 22-0590　ＦＡＸ   22-0592

県立ゆめドームうえのトレーニング室・フィットネス教室県立ゆめドームうえのトレーニング室・フィットネス教室
【対　象】　中学生以上
【登録料】　200 円／年（４月１日～平成 25 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。トレーニングマシンの使い方などを説明します。

住民票の写し・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

お知
らせ
お知
らせ

　本庁舎建設事業に伴うシステム機
器移設のため、証明書の自動交付機を
終日停止します。これに伴い近鉄名張
駅東口に設置の自動交付機も停止し
ます。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。
【停止期間】
◦４月 28 日㈯～ 30 日（月・祝）
◦５月３日（木・祝）～６日㈰
【問い合わせ】　住民課　
　☎ 22-9645　ＦＡＸ   22-9643

ゴールデンウィーク（5月）の
休日歯科診療

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
の歯科医院で診療を受けることがで
きます。なお、受診する前には電話
で確認して、健康保険証などを忘れ
ずに持っていきましょう。
【実施日時】　
　午前９時～午後５時
◆５月３日（木・祝）
　おかむら歯科　☎ 22-2555
　（西明寺 697-1）
◆５月４日（金・祝）
　小倉歯科医院　☎ 43-1022
　（中友田 780-7）
◆５月５日（土・祝）
　木治歯科医院　☎ 36-1255
　（比土 3213-1）
【問い合わせ】　
　地域医療対策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ   22-9666

●５月 17日（木）
　午前 10 時～ 11 時 15 分
　青山公民館

　午後１時～４時
　㈱ LIXIL　青山工場

献血のご案内

住宅手当緊急特別措置事業お知
らせ
お知
らせ

　雇用情勢の悪化により仕事をな
くした人で就労能力と就労意欲の
ある人のうち、住むところがない
人、または、なくなるおそれのあ
る人を対象に住宅手当を支給して
います。
　なお、一定の要件に該当する人に
限りますので、詳しくは相談、お問
い合わせください。
【実施期限】　平成 25 年３月 31 日㈰
【相談窓口】
　社会福祉法人伊賀市社会福祉協
議会　（上野ふれあいプラザ３階）
【申請先・問い合わせ】
　伊賀市社会福祉協議会　
　☎ 21-1112　ＦＡＸ   26-0002
【問い合わせ】　商工労働観光課　
　☎ 43-2306　ＦＡＸ   43-2311

引っ越しをしたら
届出が必要です

お知
らせ
お知
らせ

　引っ越しをしたときは、14 日以
内に転入届・転居届が必要です。ま
た、ほかの市区町村へ引っ越しする
ときは、あらかじめ転出の届出が必
要です。届出を忘れると、行政サー
ビスを受けられなくなることがあり
ますのでご注意ください。
【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ   22-9643
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ご意見をお聞かせください
　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

～広報いが市～
　5月 1日号では「平成
24年度の当初予算をお知ら
せします」などを紹介します。

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　
　５月８日㈫～ 31 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【展示内容】　命・愛・人権（部落問題）
　パネルでは、被差別部落の現実と、
差別を受けながらもたくましく生き
る人々の様子を、写真などの資料を
もとに解説します。
【問い合わせ】　
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

つつじ祭ウォークお知
らせ
お知
らせ

　JR 関西本線電化を進める会では、
関西本線沿線のよさを知っていた
だくため、伊賀市商工会と共催で
ウォークを行います。
 当日は、余野公園で「つつじ祭」
が開催されていますので、歴史ある
寺社などを巡ったあと、余野公園で
約 15,000 本の美しいつつじの花
と祭りをお楽しみください。
【と　き】　
　５月 13 日㈰
※小雨決行ですが、つつじ祭が中止
　の場合は、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 分ごろ
【コース】　
　JR 柘植駅⇒都美恵神社⇒徳永寺
⇒柘植歴史民俗資料館⇒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。
※一部コースを変更する場合があり
　ます。
【その他】
◦公共交通機関でお越しください。
◦ JR 柘植駅から余野公園までは、
　語り部の案内で巡ります。
◦歩きやすい服装で、弁当・水筒・
　敷物をご持参ください。
◦小学生以下のお子さんは保護者同
　伴でご参加ください。
【問い合わせ】
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市３月１日号に掲載の
「平成 24 年度から資源ごみの排出
方法を変更します～伊賀北部地区
～」の内容の一部に誤りがありまし
たのでお詫びして次のとおり訂正い
たします。
◆ボトル類
　誤：※汚れているものや中身がそ
　　　　のままのものは
　正：※汚れているものや中身が付
　　　　着したままのものは
【問い合わせ】　
　清掃事業課
　☎ 20-1050　ＦＡＸ 20-2575

認定農業者になりませんか募集

◆認定農業者制度
　自ら経営改善に取り組むやる気と
能力のある農業者が、｢農業経営の
スペシャリスト｣ をめざす計画であ
る ｢農業経営改善計画｣ を作成し、
その計画を市が認定する制度です。
【対　象】　
　意欲のある農業経営者であれば、
規模や年齢の制限なく申請すること
ができます。｢家族協定｣ を結ぶこ
とで、夫婦や親子での共同申請も可
能です。５年間の経営計画を作成す
ることで、自身の経営内容を見直し、
計画的に事業を行えるだけでなく、
認定農業者を対象とした経営支援措
置もあります。
【申請方法】
　経営改善に関する５年後の目標と
その達成に向けた方策を内容とする
｢農業経営改善計画｣ を作成し、農
林振興課または各支所振興課へ提出
してください。
※提出様式は農林振興課にあるほか、
　市ホームページからもダウンロー
　ドできます。
【申請期限】　
　農業経営改善計画申請書は随時受
け付けます。次の受付期間を参考に
ご提出ください。
①６月上旬認定分：５月 10 日㈭
②８月中旬認定分：７月 19 日㈭
③ 11 月中旬認定分：10 月 16 日㈫
④３月上旬認定分：２月７日㈭
※２月８日㈮以降の提出分は翌年度
　の認定となります。
【申請先・問い合わせ】
　農林振興課　
　☎ 43-2301
　各支所振興課

少子化対策推進委員会委員募集

　少子化が進行する中で、次代の社
会を担う子どもが健やかに生まれ、
育成される環境整備をめざした「次
世代育成支援対策地域行動計画」の
進行状況や達成状況について、ご意
見をいただける委員を募集します。
【応募資格】　
◦市内在住の男性で、応募締切日現
　在 20 歳以上 70 歳未満の人　　
◦市職員または市議会議員でない人
◦任期の 2 年間就任できる人
※会議は、平日昼間に年間２回程度
　開催する予定です。
【募集人数】　１人
【報　酬】　
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　子育てに関する感想や経験からの
提案などを「子育てに思うこと、感
じること｣ として任意の用紙に 400
字以内にまとめ、「少子化対策推進
委員会委員応募」と明記し、住所・
氏名・性別・年齢・職業・電話番号
を記入の上、郵送・E メール・持参
のいずれかで提出してください。
【募集期間】　
　４月 16 日㈪～５月７日㈪
※当日消印有効
【選考方法】　
　選考委員会で、応募内容、小論文
を選考審査し、その結果を応募者全
員に通知します。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部こども家庭課
　☎ 22-9658
　　kodomo@city.iga.lg.jp


