催し

伊賀上野・城下町の
おひなさん

中心市街地の本町通り周辺を中心
に、町家や商店などに新旧さまざま
なひな人形を展示します。飲食店や
和菓子店では、ひな祭りをテーマに
したランチメニューやお菓子などを
販売します。
期間中着物を着て協力店で買い物
をした人にはその店で特典がありま
す。着物は着付け会場があり、レン
タル（要予約）もできます。
ほかにも伊賀の名産が抽選で当た
るクイズ＆スタンプラリーや伊賀焼
などの各種おひなさん制作体験、な
りきりおひなさん体験、おひなさん
を鑑賞しながらお茶で一服できる雛
見茶会、おひなさんにちなんだ絵手
紙・俳句の展示など、楽しい企画が
盛りだくさんです。
【と き】 ２月 21 日㈯～３月３日㈫
午前 10 時～午後 4 時（会場によっ
て異なる。
）
【ところ】 本町通り周辺
【問い合わせ】
伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（観光戦略課内）
☎２2-9670 ＦＡＸ 22-9695（平日
のみ）
伊賀上野観光協会
☎２6-7788（土・日曜日）

催し

上野同和教育研究協議会
連続講座（第３回）

「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
３回 ) を開催します。
【と き】 ２月 10 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
【演 題】 夜間中学校～あってはな
らない学校、なくてはならない学校～
【講 師】 松岡 克己さん
【駐車場】 市庁舎駐車場・上野西小
学校運動場・桃青の丘幼稚園駐車場
※ハイトピア伊賀（地下）
・駅前広
場駐車場は、自己負担で駐車可能
【問い合わせ】 上野同和教育研究協
議会事務局 ☎／FAX 26-7677
生涯学習課
☎ 22-9679 FAX 22-9692

お知
らせ

～国民健康保険に
加入している皆さんへ～
市・県民税の申告が必要です

○所得により、保険税額が減額され
ることがあります
伊賀市では、保険税額を算定する
際に、法令により定められた所得基
準を下回る世帯については、均等割
額と平等割額の７割・５割・２割を
減額します。
○減額には、市・県民税の申告が必
要です
減額に該当するかどうかは、世帯
主とその世帯の被保険者全員の総所
得金額などの合算額により判定しま
す。収入状況が不明な人がいる世帯
については、減額できません。
前年に収入が全くなかった人や、
障害年金・遺族年金などの非課税所
得のみの人で、市内在住のどなたに
も扶養されていなかった人は、国民
健康保険税の賦課資料にもなります
ので、必ず市・県民税の申告をして
いただきますようお願いします。
【 申 告 期 間 】 ２ 月 16 日 ㈪ ～ ３ 月
16 日㈪（土・日曜日を除く。）
※市・県民税の申告について、詳し
くは広報いが市１月５日号をご覧
ください。
【問い合わせ】 保険年金課
☎ 22-9659 ＦＡＸ 26-0151

伊賀市の人口・世帯数
（平成 26 年 12 月 31 日現在）
人口 95,730 人
（男）46,636 人（女）49,094 人
世帯数 39,330 世帯
お知
らせ

インターネット公売

市税の滞納処分として差し押さえ
た財産などをインターネット上の
オークション形式で公売します。
落札代金は市の財源として活用し
ますので、積極的にご参加ください。
※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。
【市ホームページ掲載開始日時】
２月 16 日㈪ 午後４時
【参加申込期限】
２月 27 日㈮ 午後 11 時
【入札開始日時】
３月６日㈮ 午後１時
【問い合わせ】 収税課
☎ 22-9612 ＦＡＸ 22-9618
お知
らせ

コミュニティ助成事業

（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、コ
ミュニティ助成事業を実施しています。
平成 26 年度、白樫自治会では、
｢みんなの顔が見える場、みんなの
お知
らせ 人権擁護委員の委嘱
声が聞こえる場｣ づくりをめざし、
○森下 政實さん
（上友生 118 番地） 活動拠点となる白樫公民館で使用す
（朝屋20番地の３） るコピー機やテントなどの備品を購
○塚本 五十鈴さん
人権の大切さを広めるための啓発
入しました。
活動や、人権相談、人権侵害の未然 【問い合わせ】
防止などに取り組んでいただきます。
地域づくり推進課
【問い合わせ】
☎ 22-9639
人権政策・男女共同参画課
ＦＡＸ 22-9694
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
津地方法務局伊賀支局
☎ 21-0804 ＦＡＸ 21-1891

催し
【と

いがまち人権パネル展

き】 ２月 13 日㈮～ 26 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 2014 年
度いがまち人権センター活動紹介」
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

今月の納税
●納期限

３月２日（月）

納期限内に納めましょう
固定資産税（４期）
国民健康保険税（８期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

催し
くぬぎ

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

大山田温泉さるびの
２月イベント情報

お知らせ
催
し

○ 椚 屋ぜんざいまつり
【と き】 ２月８日㈰
午前 10 時～なくなり次第終了
【ところ】 椚屋
【内 容】 おはぎなどの販売、ぜん
ざいのふるまい
○チンドン富都路公演
【と き】 ２月 14 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
○自由市場
【と き】 ２月８日㈰・22 ㈰
午前 10 時～午後 1 時
【ところ】 さるびの温泉 第 2 駐車場
【内 容】 地元大山田の特産品など出品
【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

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、
手工芸、生け花など
【と き】 ２月 21 日㈯・22 ㈰
午前９時～午後５時
【ところ】 大山田 B&G 海洋センター
※ 22 日にはお茶席や稲穂焼き（回転
焼き）の販売があります。
○芸能大会：日舞・詩吟・大正琴など
【と き】 ２月 22 ㈰ 午後１時～
【ところ】 大山田農村環境改善センター
【問い合わせ】 大山田公民館
☎ 46-0130 ＦＡＸ 46-0131

催し

いがまち人権センター
解放講座

募 集

【と き】 ２月 20 日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】 性別って…２つだけ？
～多様な性の存在～
【講 師】 LRL（ レッツレインボーラ
イフ） 代表 山口 颯一さん
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

催し

サークルまつり

上野サークル協議会所属サークル
が行う活動の発表会です。
【と き】
３月７日㈯：午前 10 時～午後４時
８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・フロアー部門：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

催し

再生品展示販売

まちかど通信
コラム
図書・救急など

粗大ごみとして受け入れた木製家
具などをリサイクルの一環として修
繕し、入札方法で展示販売をします。
《伊賀北部》
【展示入札期間】
2 月 12 日㈭～ 20 日㈮
午前９時～午後５時
催し 司法書士・土地家屋調査士
※ 14 日㈯を除く。
合同無料法律相談会
【開札日】 2 月 23 日㈪
【と き】
【ところ】 伊賀市ストックヤード
２月 14 日㈯ 午前９時～正午
（下友生 3006 番地の 1）
催し あやま芸能まつり
【ところ】
【入札対象者】 市内在住の人（未成
【と き】
伊賀市文化会館 １階多目的室
年者・古物商業者・法人を除く。）
３月１日㈰ 午前９時 30 分～
【内 容】 不動産の名義変更（売買・
※搬出は、自己搬出になります。
相続・贈与など）
・遺言・成年後見・ 【ところ】 あやま文化センター
【販売方法】 入札期間中、会場にあ
さんさんホール
土地境界などに関するトラブルにつ
る買受申込書に必要事項を記入し、
【内 容】 歌・踊り・演奏など阿山
いて ※事前申し込み不要
申込箱に投函してください。最高買
公民館のサークルなどが出演します。 受希望額の人にお売りします。
【問い合わせ】
【問い合わせ】 阿山公民館
三重県司法書士会事務局
【問い合わせ】 さくらリサイクルセ
☎ 43-0154 FAX 43-9019
☎ 059-224-5171
ンター ☎ 20-9272 FAX 20-2575
市民生活課
《伊賀南部》
☎ 22-9638 FAX 22-9641
【展示入札期間】
催し 認知症の人と家族の会
2 月 5 日㈭～ 25 日㈬
「伊賀地域つどい・交流会」 ○月～金曜日 : 午前 9 時～午後 5 時
募集 図書室公開講座
【と き】 ２月 24 日㈫
○日曜日、祝日 : 午後 1 時～ 5 時
『盆地の鉄道と山越えの鉄道』
午後 1 時 30 分～ 4 時
※土曜日を除く。
伊賀市史第３巻通史編近現代の発 【ところ】 ゆめぽりすセンター
【開札日】 2 月 26 日㈭
刊を機会に、執筆者に当時の鉄道に 【内 容】 認知症の人を介護する家 【ところ】
ついてお話を伺います。
族の情報交換の場です。
伊賀南部クリーンセンターリサイ
【と き】
【参加費】 200 円
クルプラザ 1 階（奥鹿野 1990 番地）
３月３日㈫ 午後１時 30 分～
※認知症の人は無料。家族の会会員 【販売方法】 展示期間中にご来場い
【ところ】 青山図書室
は 100 円。申し込み不要。認知
ただき、欲しい再生品がありました
【講 師】 奈良大学 文学部教授
症の人が参加する場合は、事前に
ら、入札票に必要事項を記入の上、
三木 理史さん
連絡してください。
入札箱に投函してください。
【申込受付開始日】 ２月 10 日㈫
【問い合わせ】
※搬出は、自己搬出になります。
【申込先・問い合わせ】 青山公民館
地域包括支援センター（中部）
【問い合わせ】 伊賀南部クリーンセ
☎ 52-1110 FAX 52-1211
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511
ンター ☎ 53-1120 FAX 53-1125
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