催し

いがまち人権センター
解放講座

お知
らせ

法務局の登記相談予約

お知
らせ

浄化槽の補助金が変わります

津地方法務局では、１月６日㈪か
市では、個人住宅で合併処理浄化
部落差別をはじめとするあらゆる
ら、登記の申請に関する相談を、予
槽を設置する人に設置費用の一部を
差別の撤廃に向けて年４回の講座を
約制としています。
補助する制度を設けていますが、県
開催しています。
不動産登記（相続登記や住宅ロー
補助金の見直しに伴い、４月１日か
【と き】 ２月 21 日㈮
ン返済による抵当権抹消登記など） ら補助金額の見直しを行うことにな
午後７時 30 分～９時
と商業・法人登記（会社設立・役員
りました。
【ところ】 いがまち人権センター
変更登記など）の申請手続きに関す
見直し後の補助金額については次
【演 題】 私と障害者問題
る相談をする人は、事前に電話など
のとおりです。
【講 師】 NPO 法人ピアサポート
で予約してください。
【４月１日からの補助金額】
みえ 理事長 松田 愼二さん
予約すると、待たずに相談するこ
○５人槽：219,000 円
【問い合わせ】 いがまち人権センター
とができます。
○６～７人槽： 273,000 円
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
【申込先・問い合わせ】
○８～ 10 人槽：362,000 円
津地方法務局伊賀支局
予算の範囲内での補助となります
☎ 21-0811
ので、予算がなくなり次第受付を終
催し 再生品展示販売
津地方法務局法人登記部門
了します。また、工事着手前の申請
粗大ごみとして受け入れた木製家
☎ 059-228-4559
が必要です。
具などをリサイクルの一環で修繕し、 【問い合わせ】 課税課
【問い合わせ】 下水道課
再生品として展示販売します。
☎ 22-9614 FAX 22-9618
☎ 43-2318 ＦＡＸ 43-2320
【 と き 】 2 月 10 日 ㈪ ～ 21 日 ㈮
午前 9 時～午後 5 時
お知
お知
らせ インターネット公売
らせ 新任の人権擁護委員さん
・15 日㈯を除く。
※ 11 日
（火・祝）
【ところ】 伊 賀 市 ス ト ッ ク ヤ ー ド
市税の滞納処分として差し押さえ
○宮田 茂一さん
（下友生 3006-1）
た財産などをインターネット上の
（西明寺 732 番地）
【対象者】
オークション形式で公売します。落
人権相談を受けたり、人権侵害を
市内在住の人（未成年者、古物商
札代金は市の財源として活用します
未然に防止するための見守りなどの
業者、法人は除きます。）
ので、積極的にご参加ください。
活動をしていただきます。
※ 1 人 3 点以内でお願いします。
詳しくは、市ホームページでご確 【問い合わせ】
【販売方法】
認ください。
人権政策・男女共同参画課
期間中、会場にある買受申込書に 【市ホームページ掲載開始日時】
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
必要事項を記入し、申込箱に投函し
２月 13 日㈭ 午後１時
津地方法務局伊賀支局
てください。最高買受希望額の人に 【参加申込期限】
☎ 21-0804 FAX 21-1891
売り払います。
せり売り形式
※ 1 人 3 点以内
２月 25 日㈫ 午後 11 時
お知
らせ 税務職員を装う不審な電話に
【引渡日】 2 月 28 日㈮、3 月 1 日㈯ 【入札開始日時】
ご注意ください
午前 9 時～午後 5 時
せり売り形式
国税局や税務署の職員を名乗る者
※詳細はお問い合わせください。
３月４日㈫ 午後１時
からアンケートや年金受給調査と称
【問い合わせ】
【問い合わせ】 収税課
して、個人情報を聞き出そうとする
さくらリサイクルセンター
☎ 22-9612 FAX 22-9618
事例が多発しています。
☎ 20-9272 FAX 20-2575
不審な電話があった場合は、最寄
催し 企画展『芭蕉生誕のまち！
りの税務署にご連絡ください。
催し 再生品展示販売
伊賀は良いとこ写真展』 【問い合わせ】
【と き】 2 月 5 日㈬～ 25 日㈫
芭蕉翁生誕 370 年記念企画とし
上野税務署総務課 ☎ 21-0952
平日 : 午前 9 時～午後 5 時
て、芭蕉さんが今にもひょっこりと
日・祝日 : 午後 1 時～ 5 時
姿を現しそうな伊賀のまちを紹介し
今月の納税
※土曜日を除く。
たパネル写真の展示を行っていま
【開札日】 2 月 26 日㈬
す。ぜひご覧ください。
●納期限 ２月 28 日（金）
【ところ】
【と き】 ４月 13 日㈰までの午前
納期限内に納めましょう
伊賀南部クリーンセンターリサイ
９時～午後４時 30 分
固定資産税（４期）
クルプラザ１階（奥鹿野 1990）
※毎週月曜日を除く。
国民健康保険税（８期）
【問い合わせ】
【ところ】
※納税は便利な口座振替で
伊賀南部環境衛生組合
柘植歴史民俗資料館 １階展示室
【問い合わせ】
☎ 53-1120 FAX 53-1125
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
青山支所住民福祉課
文化財室
☎ 52-3227

FAX 52-2174

☎ 47-1285

FAX 47-1290
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

催し

http://www.city.iga.lg.jp/

おおやまだ人権大学講座
修了生研修会

【と き】 ２月 22 日㈯
午後１時 30 分～３時
【ところ】
ライトピアおおやまだ ホール
【演 題】「寝た子を起こして、仲
良くごはん―私の部落問題論」
【講 師】 BURAKU HERITAGE
運営メンバー 川﨑 那恵さん
※託児があります。事前に予約して
ください。
【問い合わせ】 ライトピアおおやまだ
☎ 47-1160 ＦＡＸ 47-1162
ぶ
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司法書士・土地家屋調査士
合同無料法律相談会

し
募 集
まちかどトピックス

【と き】 ２月 15 日㈯
午前９時～正午
【ところ】
伊賀市文化会館 １階多目的室
【内 容】
不動産の名義変更（売買・相続・
贈与など）
・遺言・成年後見・土地
境界などに関するトラブルについて
※事前申し込み不要
【問い合わせ】 三重県司法書士会事
務局 ☎ 059-224-5171
市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641

募集

災害時外国人サポーター研修

コラム
図書・救急など

避難所での外国人住民への対応を想
定した避難所運営訓練を開催します。
【と き】 ２月 23 日㈰
午前 10 時～午後３時
【ところ】 上野東小学校 体育館
【対象者】 災害時の外国人住民の対
応に関心のある人
【講 師】 NPO 法人多文化共生マ
ネージャー全国協議会 理事 高橋
伸行さん
【内 容】○避難所における外国人
避難者の対応について
○実践！避難所で外国人避難者に対
応する
【申込先・問い合わせ】
三重県国際交流財団
（公財）
☎ 059-223-5006
ＦＡＸ 059-223-5007
mief@mief.or.jp
市民生活課
☎ 22-9702 ＦＡＸ 22-9641
shimin@city.iga.lg.jp
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催し

大山田芸術文化祭

子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域活動の成果を発表します。
■展覧会（作品展示）
：絵画・書・彫塑・
手芸・生活工芸・生花など
【と き】 2 月 22 日㈯・23 日㈰
午前 9 時～午後 5 時
【ところ】 大山田 B&G 海洋センター
■芸能大会：日舞・民謡・大正琴など
【と き】 2 月 23 日㈰ 午後 1 時～
【ところ】 大山田農村環境改善セン
ター 多目的ホール
【その他】 抹茶ふるまい（展覧会会
場内）、稲穂焼き（回転焼き）販売（展
覧会会場入り口付近）
【問い合わせ】
大山田公民館
☎ 46-0130 FAX 46-0131

催し

合同就職セミナー

【と き】
2 月 25 日㈫ 午後 1 時～ 4 時
【ところ】 上野フレックスホテル
【対象者】
○求人企業
市内企業、周辺企業など約 30 社
○求職者
卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と職業についていない人
【問い合わせ】
商工労働課
☎ 43-2306 FAX 43-2311
上野商工会議所 ☎ 21-0527
名張商工会議所 ☎ 63-0800
伊賀市商工会 ☎ 45-2210

催し

サークルまつり

上野サークル協議会所属のサーク
ル活動の発表会が開催されます。ぜ
ひお越しください。
【と き】
２月 22 日㈯：午前 10 時～午後４時
23 日㈰：午前 10 時 30 分～午後４時
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階多目的大研
修室、学習室１・２、ギャラリー
【内 容】
○展示部門：絵画・書・伊勢型紙・
切手・盆栽・陶芸など
○舞台部門：詩吟・民謡・マジック・
演劇・大正琴・ダンス・合唱・尺八
など
【問い合わせ】 上野公民館
☎ 22-9637 FAX 22-9692
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催し

いがまち人権パネル展

【と き】 ２月 12 日㈬～ 27 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
【内 容】「部落差別撤廃のための
2013 年度いがまち人権センター活
動紹介」 パネルを通じて、人権に
ついて考えてみませんか。
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

催し

文化財講演会

国史跡伊賀国庁跡は、史跡の整備
に向けて公有化事業が進められてい
ます。同じく国史跡久留倍官衙遺跡
（四日市市）は、いち早く遺跡の整
備が開始されています。
今回は久留倍官衙遺跡の調査から
整備へのプロセスを四日市教委の清
水さんにお話しいただきます。伊賀
国庁跡の整備について考えるよい機
会です。皆さんのご参加をお待ちし
ています。
【と き】 ２月 22 日㈯
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】 府中地区市民センター
【演題・講師】
「国史跡久留倍官衙遺跡の調査と
整備」 四日市市教育委員会社会教
育課 葛山 拓也さん
「伊賀国庁跡の調査と保存整備」
教育委員会文化財室 福田 典明
【問い合わせ】 府中地区市民センター
☎ 23-3027
文化財室
☎ 47-1285 FAX 47-1290
く
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成年後見市民公開講座

【と き】 2 月 16 日㈰
午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】
ハイトピア伊賀 5 階学習室 2
【テーマ】
「任意後見制度」の利用について
【講 師】 上野公証役場 公証人
粟辻 寛明さん
※講演終了後、無料相談会を行いま
す。予約不要。
【問い合わせ】
三重県行政書士会 伊賀支部
☎ 23-8929
介護高齢福祉課
☎ 22-9634 FAX 26-3950

