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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】
　64,393,536 円 
　（平成 23 年３月 14 日～平成 27
年 11 月 25 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・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

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
まずにお話しましょう。

【と　き】　1 月 7 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
※申し込み不要

【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

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。
　この機会に俳句作りをしてみませ
んか。
○第 287 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）
※送迎バスがあります。（上野公園入
　口ロータリー～西蓮寺～上野ふれ
　あいプラザ）乗車申し込みが必要

【講　師】
　（公財）芭蕉翁顕彰会
　学芸員　増田　雄さん

【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】
　下村　哲朗さん、土井　陽代さん
　浜地　和恵さん、藤井　充子さん
　山村　勝子さん（50 音順）

【投句数】　１人３句以内

　
※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

申
さ る

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 31 年・平成 16 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。
　なお、開催期間中、毎日先着 10
人にミニ絵馬をプレゼントします。

【と　き】　１月４日㈪～７日㈭
　午前 10 時～午後４時

【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

◆投句
○とき：午後０時 30 分～１時 15 分
○ところ：上野ふれあいプラザ　
　　　　　２階第４会議室

上野同和教育研究協議会
連続講座（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
続けている上野同和教育研究協議会
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２回）を開催します。

【と　き】　１月 20 日㈬
　講演：午後７時 30 分～９時（受
付：午後７時～）

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室

【演　題】
　「当たり前の中にあった大切なも
の～石巻の壁に書かれていた言葉 
優しさは悲しみから生まれる～」

【講　師】
　いのちの講演家　岩崎　順子さん

【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

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（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、受
託事業収入を財源にコミュニティ助
成事業を実施しています。
　ゆめが丘３丁目自治会では、この
宝くじの助成金により、地域住民の
連帯意識を向上するために実施して
いる夏祭りや住民交流会などの各種
行事に使用するテントや炊き出し器
などの備品を購入しました。

【問い合わせ】　上野支所振興課　
　☎ 22-9633　ＦＡＸ 22-9694

　キャラバンカーに約 500 冊の絵
本を積んで、全国を巡回している「本
とあそぼう！全国訪問おはなし隊」
が大山田公民館にやってきます。
　キャラバンカーの本は自由に読め
ます。また、楽しい読み聞かせ会も
開催します。

【と　き】　１月 11 日（月・祝）
　午前 10 時～ 11 時５分

【ところ】
　大山田公民館　駐車場・研修室

【対象者】
　幼児～小学校低学年

【定　員】　20 人　※先着順
【申込受付開始日時】
　12 月 21 日㈪　午前８時 30 分
※電話予約制

【申込先・問い合わせ】
　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131

本とあそぼう！
全国訪問おはなし隊

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

伊賀市高齢者施策
運営委員会委員

募集

　高齢者が住みなれた地域で安心し
て生活し、また介護が必要な状態に
なっても安心して住み続けられるま
ちづくりをめざして実施している高
齢者施策や介護保険事業について、
市民の皆さんからご意見をいただく
ため委員を募集します。

【募集人員】　２人以内
【応募資格】　
①市内在住の人
②市が設置するほかの附属機関の公
　募委員でない人
③市議会議員や市職員でない人

【任　期】
　３月１日～平成 31 年２月 28 日

【開催回数】　年間３～４回開催（平
日の午後、２時間程度を予定）

【応募方法】　「高齢者が住みなれた
地域で自立した生活を送るために」
と題した作文（400 字詰め原稿用
紙３枚以内）に住所・氏名・生年月日・
電話番号を記載の上、郵送・ファッ
クス・E メール・持参のいずれかで
提出してください。

【選考方法】　作文
※選考結果は応募者全員に通知します。

【応募期限】　１月 25 日㈪
　午後５時 15 分　※必着

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　ＦＡＸ  26-3950
　　kaigo@city.iga.lg.jp

いがうえの
ボランティアガイド養成講座

募集

　伊賀上野は芭蕉や忍者、城下町の
町並み、文化財など、多くの観光資
源があり、さまざまな感動に出会え
るまちです。
　いがうえの語り部の会では、伊賀
上野を訪れる多くの観光客にひとつ
でもよい思い出を持ち帰っていただ
きたいという願いのもと、おもてな
しの心で観光案内をしています。
　いがうえの語り部の会の新しい仲
間づくりをするために、講座を開催
します。

【とき・内容】　（全５回）
　全回とも午前９時 30 分～正午
○第１回　１月 16 日㈯
　内容：語り部の概要、実地案内の
概要について
○第２回（講座）
　１月 30 日㈯
　演題：「伊賀流忍者とは」
○第３回（講座）
　２月 13 日㈯
　演題：「芭蕉と伊賀上野」
○第４回（実地研修）
　２月 27 日㈯
　内容：現地研修・街中散策
○第５回（実地研修）
　３月 12 日㈯
　内容：現地研修（上野城・旧崇広堂）
○修了式（第 5 回終了後）
　４回以上受講した人には修了証を
お渡しします。

【ところ】　ハイトピア伊賀など
※専用駐車場はありませんので公共
　交通機関などを利用してください。

【対象者】　伊賀市・名張市に在住ま
たは在勤で、ボランティアガイドと
して活動する意欲のある人

【講　師】
　いがうえの語り部の会　ほか

【参加費】　1,000 円（入館料含む。）
【申込期限】　１月 10 日㈰
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野観光協会
　☎ 26-7788　ＦＡＸ   26-7799

【問い合わせ】　観光戦略課　
　☎ 22-9670　ＦＡＸ   22-9695

第9回美し国三重
市町対抗駅伝応援団員

募集

【と　き】　２月 21 日㈰
【ところ】　県庁前～三重交通Ｇス
ポーツの杜伊勢

【応募方法】　住所・氏名・年齢・性
別・電話番号を記入し、「市町対抗
駅伝応援団参加希望」と明記の上、
ファックス・Ｅメール・持参のいず
れかでお申し込みください。

【定　員】　50 人程度
【応募期限】　１月 15 日㈮
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873　
　伊賀市上野丸之内 500 番地　
　伊賀市企画振興部スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ   22-9666
　　sports@city.iga.lg.jp

普通救命講習会募集

　事故や病気など
で 意 識 が な く な
り、呼吸ができな
くなった人や、心
臓が止まった人に
は、救急車が到着
するまでの間に、
一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。

【と　き】
　1 月 17 日㈰
　午前 9 時～正午
※座学免除で実技のみ受講の場合、
　午前 10 時～正午

【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室

【講習内容】
○心肺蘇生法（成人）
○ AED の使用方法
○異物除去法
○止血などの応急手当

【対象者】
　小学校４年生以上で市内在住・在
勤・在学の人
　次のいずれかにあてはまる人は座
学が１時間免除で、実技のみの受講
になります。
○平成 27 年 12 月 17 日以降に市
　ホームページで受講できる応急手
　当 WEB 講習を修了した人
○平成 27 年 1 月 17 日以降に救命
　入門コースを修了した人

【定　員】
　30 人

【申込方法】
　所定の用紙に必要事項を記入の
上、持参またはファックスのいずれ
かで申し込んでください。
　申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
※ファックスの場合は、事前に連絡
　してください。
※受講修了者には「普通救命講習修
　了証」を交付します。
※実技がありますので、動きやすい
　服装で受講してください。

【申込期間】　
　12 月 21 日㈪～ 1 月 11 日㈪

【申込先】
　消防救急課・各消防署・各分署

【問い合わせ】
　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ   24-9111


