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インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
○（せ）：１月６日㈮　午後４時
○（入）：１月６日㈮　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）：１月 23 日㈪　午後 11 時
○（入）：１月 23 日㈪　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　伊賀ではお正月を迎えるため
に、家の周囲に（　　）をまく儀
礼が残っています。
①お餅　②水　③白い砂　④すす

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※ 11 月 21 日現在
○熊本地震災害　494,435 円
○東日本大震災　64,524,199 円
○イタリア中部地震　1,143 円
○台風 10 号等災害　8,316 円
○鳥取県中部地震災害　565 円
○ハイチハリケーン　370 円
※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。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・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

城之越遺跡の
冬期臨時休園日

お知
らせ
お知
らせ

　露出展示している大溝の遺構が、
凍結により破損・劣化することを防
止するため、大溝をシートで保護し
ます。このため、次の期間、臨時休
園日を設けます。
　大溝の見学を希望される皆さんに
は大変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。

【臨時休園日】
　12 月 20 日㈫～３月 20 日（月・祝）の
毎週月・水・木曜日

【通常の休園日】
　毎週火曜日・年末年始 (12 月 29
日～１月３日）
※期間中の毎週金・土・日曜日は無
　料で入園できます。

【問い合わせ】
　文化財課　
　☎ 47-1285　ＦＡＸ  47-1290
　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511

消防出初式催し

【と　き】
　１月７日㈯　午前 9 時～

【ところ】
　ゆめドームうえの
※雨天決行

【内　容】
○通常点検
○表彰・車両パレード
○幼年消防クラブ員による防火の誓い
　（演技披露）

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ   24-9111

認知症相談窓口催し

　認知症は私たちにとって大変身近
な病気です。そのため、病気につい
ての正しい理解が求められています。
　次のとおり相談窓口を設置します
ので、認知症の人への対応や症状に
ついて悩んでいる人は、ぜひご参加
ください。

【と　き】
　１月 17 日㈫
　午後２時～３時 30 分

【ところ】
　イオン伊賀上野店　東側入り口

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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。

【と　き】　１月５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

【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

酉
と り

の春展催し

　新春恒例の干支展
を開催します。
　皆さんから寄せら
れた作品のほか、昭
和 32 年・平成 17 年
の絵馬、サークルの

干支にちなんだ作品を展示します。
ぜひご来館ください。

【と　き】
　１月４日㈬～７日㈯
　午前 10 時～午後４時
※期間中、毎日先着 10 人にミニ絵
　馬をプレゼントします。

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室１・２

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ   22-9692

おおやまだ人権大学講座
修了生研修会

催し

【と　き】
　１月 18 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

【演　題】
　「若者にとっての部落差別問題に
ついて」

【講　師】
　部落解放同盟大阪府連合会
　青年部副部長　小西　愛里紗さん

【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ   47-1162

～ウィークリー伊賀市～
　１月は「伊賀ブランド『I

い が も

GAMO
N
の

O』」などをお送りします。



お
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し

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

土芳忌・土芳を偲
し の

ぶ俳句会催し

　松尾芭蕉の伊賀の門下の中心人物
として活躍し、芭蕉の俳論を後世に
残した蓑虫庵主服部土芳を偲び、土
芳忌と俳句会を開催します。
　これを機会に俳句作りをしてみま
せんか。
◆第 288 回忌 土芳忌

【と　き】　１月 18 日㈬
○墓前法要
　午前 10 時 30 分～ 11 時
○講話
　午前 11 時～ 11 時 30 分

【ところ】　西蓮寺（長田）
※送迎バス（上野公園入口ロータリー
　～西蓮寺～上野ふれあいプラザ）
　は事前に申し込みが必要

【講　師】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　学芸員
　馬岡　裕子さん

【申込先】
　（公財）芭蕉翁顕彰会（芭蕉翁記念
館内）　☎ 21-2219
◆土芳を偲ぶ俳句会

【と　き】　１月 18 日㈬
　午後１時 45 分～４時

【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階中会議室

【選　者】
　喜多　冨美さん・坂石　佳音さん・
永井　みよさん・東構　東子さん・
福山　良子さん（50 音順）

【投句数】　１人３句以内

※希望者には後日句集を送付します。
【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

離乳食教室募集

　離乳食の進み具合はいかがですか。
９カ月頃になると、好き嫌いが出て
きたり、自分の手で食べたり、家族
と同じ食卓で楽しくおいしく食事が
できたりとめざましい成長がみられ
る時期です。この時期からの食事、
おやつを一緒に作ってみましょう。

【と　き】
　１月 24 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「離乳食３回食を中心に」
○離乳食の調理と試食
○栄養相談
※調理実習の際には、託児がありま
　す。希望者は申込時にお伝えくだ
　さい。

【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル

【申込方法】　電話
【申込受付開始日】　12 月 20 日㈫
【申込先・問い合わせ】
 　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

フットサルフェスティバル
参加チーム

募集

【と　き】
　２月５日㈰　午前９時～

【ところ】
　ゆめドームうえの　第１競技場

【募集チーム】　※先着順
○エンジョイ（フリー）：10 チーム
○ミックス（試合に女性が１人以上
出場すること）：10 チーム

【参加料】
　11,000 円（１チーム）

【申込方法】　電話・E メール
【申込期限】　１月 31 日㈫
※参加資格など、詳しくはお問い合
　わせください。

【申込先・問い合わせ】　伊賀市サッ
カー協会フットサル委員会
　☎ 090-7863-6411（担当：中林）
　☎ 090-5137-9694（担当：藤田）
　ＦＡＸ 48-6664
　　 futsalarea.nabari@pnw.to

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852

NHK「新・BS日本のうた」
公開収録観覧

募集

伊賀市文化会館 開館 25 周年記念事業
　NHK 津放送局・伊賀市・（公財）伊
賀市文化都市協会の主催で、「新・
BS 日本のうた」の公開収録を実施
します。
　この番組では、時代を超えて愛さ
れている日本の名曲の数々をゲスト
歌手の競演でお届けします。

▼収録日・収録場所など
【と　き】　２月 16 日㈭
　午後６時 40 分～８時 40 分
　（予定）
※開場：午後６時～

【ところ】　伊賀市文化会館
【出演者】　天童よしみ　ほか
※放送予定日など、詳しくは決まり
　次第 NHK 津ホームページでお知
　らせします。
　http://www.nhk.or.jp/tsu/

▼観覧申込方法
　往復はがき（私製を除く。）に次の
内容を記入してお申し込みください。
※記入に不備があった場合は無効
○往信用裏面　
　郵便番号・住所・名前・電話番号
○返信用表面
　郵便番号・住所・名前
○返信用裏面
　記入事項なし（抽選結果を印刷し
て返送します。）
※紙・シールなどの貼り付けや、修
　正液の使用は避けてください。
※応募多数の場合は抽選の上、２月
　２日㈭に、NHK 津放送局から当選
　者には入場整理券（１枚で２人入
　場可）を、落選された人にはその
　旨を伝える案内を発送予定。
※乳幼児の入場規制はありませんが
　１歳から入場整理券が必要です。
※インターネットオークションなど
　での転売を目的とした申し込みは
　固くお断りします。（売買を目的と
　した申し込みであると判明した場
　合には、抽選対象外とします。）

【申込期限】
　１月 23 日㈪　※必着

【申込先・問い合わせ】
　〒 514-8531
　NHK 津放送局「新・BS 日本のう
た」係
　☎ 059-229-3000

【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

　　

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

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

○投句
　午後０時 30 分～１時 15 分
　（上野ふれあいプラザ　２階第
４会議室）


