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耳マークをご存じですかお知
らせ
お知
らせ

　緑色の右のような
マークを見かけたら
耳マークです。
　聴覚に障がいがあ
る人は、外見からは
分かりにくいため、
周りから誤解を受け
たり、危険にさらされたりするなど
社会生活上で不安が少なくありませ
ん。「耳マーク」は、「聞こえない・
聞こえにくい」ことを示し、コミュ
ニケーションの配慮などの理解を求
めていくため考案されたものです。
　市では、窓口に「耳マーク」を掲
示し、希望に応じ、筆談などの方法
で応対します。
○電話お願い手帳：耳や言葉の不自
由な人が、外出先で電話連絡などの
必要があるとき、回りの人に依頼す
るための手帳です。
※障がい福祉課と各支所住民福祉課
　の窓口で配布しています。

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

　伊賀市議会だより No.40（2 月
1 日発行）でお知らせした次回定例
会の日程を次のとおり変更します。
○ 3月３日㈫…本会議（開会）　
○ 5日㈭・6日㈮…常任委員会
○ 11 日 ㈬・12 日 ㈭・13 日 ㈮・
　16日㈪
　…本会議（一般質問）
○ 17日㈫・18日㈬・20日㈮
　…予算常任委員会
○ 25日㈬…本会議（閉会）
※本会議と予算常任委員会は午前 10
　時から始まります。
※定例会の日程は、変更になる場合
　があります。

【問い合わせ】　市議会事務局
　☎ 22-9687　ＦＡＸ 24-7901

　伊賀市ゆかりの作家 ･ 横光利一の
人と文学を偲

しの

ぶ催しです。
【と　き】　３月 15 日㈰
　午後１時 30 分～３時 40 分
　（受付：午後１時～）

【ところ】　柘植公民館ホール
【内　容】
《報　告》
①文学碑「蟻

あり
臺
だんじょう

上に餓えて月高し」
　建立と除幕式の思い出
　…余野　共子さん
②山本家所蔵 横光利一書簡を巡って　　
　…山本　智子さん

《朗読・解説》
　作品『三つの記憶』から
　…実行委員会　

《追悼報告》　岸宏子の見た横光利一　
　…実行委員会
◇会場展示
○イメージ絵巻
　（制作・絵手紙グループ「いろは」）
○横光利一書簡　

【参加費】　300 円（資料代）
※事前の参加申込は不要です。

【問い合わせ】　「〈雪解〉のつどい」実
行委員会事務局　☎／ＦＡＸ 21-1554
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120

▲耳マーク

　三重県後期高齢者医療制度の加入
者に、平成 26 年１月から 12 月ま
での「医療費のお知らせ」を３月下
旬にお送りします。これは、実際に
かかった医療費をお知らせし、健康
の大切さを改めて確認していただく
ことを目的としています。
※確定申告などの「医療費控除」に
　添付する領収書の代わりとして使
　用することはできません。

【問い合わせ】　三重県後期高齢者医療
広域連合事業課　☎059-221-6883

後期高齢者医療
「医療費のお知らせ」

お知
らせ
お知
らせ

今月の納税
●納期限　３月 31 日 （火）●納期限　３月 31 日 （火）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（９期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

①寺田市民館「じんけん」パネル展
【と　き】　３月２日㈪～ 30 日㈪
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日は除く。

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【内　容】　『東日本大震災　3.11 か
ら学ぶ「福島差別」』
　震災から見えてきた人権問題、女
性・子ども・障がい者・外国人の現
状やその取り組み、また、福島差別
の現実とその取り組みについて知る
パネル展です。

【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728
②いがまち人権パネル展　　

【と　き】　３月３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】　「部落問題と向き合う反差
別の輪を広げよう！」

【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

人権パネル展催し

市議会の日程を変更しますお知
らせ
お知
らせ

【と　き】　３月 20 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　4 階　
【内　容】　講話、調理と試食、相談
※調理実習の際、先着 15 人まで託
　児があります。　※電話予約制

【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

【受付開始日】　３月６日㈮
※電話予約制

【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室 (１～２回食）催し

『雪解』のつどい催し

【と　き】　３月 17 日㈫
　　　　　午後８時～９時

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
　　　　　多目的大研修室
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用の
　場合は、講座時間中の駐車料金を
　主催者で負担します。

【内　容】
　ピラティス・ストレッチなど。力
みを取り除き、手足が楽に動くこと
を体感していただくセミナーです。

【講　師】　パーソナルトレーナー　　　
　　　　　佐藤　実さん

【対象者】　20 歳以上の人
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　ヨガマットまたは、厚手
のバスタオル２枚

【申込期間】　３月２日㈪～ 12 日㈭
　　　　　　午前９時～午後５時

【申込方法】　電話または直接来館　　　　　　　
【申込先・問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
　（土・日曜日は☎ 22-9801）

健康スポーツ講座催し



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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起業を考えている人へ
ゆめテクノ伊賀インキュ
ベーション室入居者募集

募集 大山田温泉さるびの催し催し

○自由市場（特産品など出品）
【と　き】　３月８日㈰・22 日㈰
　　　　　午前 10 時～午後１時　

【ところ】　さるびの温泉第２駐車場 
○チンドン富都路 公演
　（歌謡曲、演歌、童謡など）

【と　き】　３月 14 日㈯　
　第 1 ステージ：午前 11 時～正午
　第 2 ステージ：午後 1 時～ 2 時

【ところ】　さるびの温泉施設内 
○さるびのサイクリング

【と　き】　３月21日（土・祝） 午前 11 時～ 
【ところ】　さるびの温泉周辺
【参加費】　1,000 円　( 入浴券付き )
【定　員】　30 人
○椚

くぬぎ

屋
や

おはぎまつり（おはぎ販売）
【と　き】　３月 22 日㈰
　午前 10 時～なくなり次第終了 
○ノルディックウォーキング

【と　き】　３月 29 日㈰午前 10 時～
【ところ】　さるびの温泉周辺
【参加費】　1,200 円 ( 入浴券付き )
【定　員】　30 人
○光の ART ライトアップイルミネーション

【期　間】　春休み期間中
【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市民ふれあい農園利用者募集

【ところ】　予野・青蓮寺開畑地内
【募集区画】
○小区画：50㎡・211 区画
○大区画：100㎡・35 区画
※１人何区画でも利用できます。

【利用料】
○小区画：年間 15,000 円／区画
○大区画：年間 30,000 円／区画
※ 12 カ月に満たない場合は月割り
※ 100㎡以上の区画利用で面積に
　応じて割り引きがあります。

【付帯施設】　ログハウス（管理棟）・
トイレ・ロッカー（有料）・シャワー

（有料）・農機具（一部有料）
【利用期間】　契約月～平成 28 年３月
31 日（継続更新可）※途中解約不可

【申込先・問い合わせ】　明日が楽し
みな里づくり委員会　☎／ＦＡＸ39-1250
※後日、市と貸付契約書を締結する
　必要があります。

【問い合わせ】　農村ふれあいセンター
　☎／ＦＡＸ 39-1250
　農園管理棟　☎ 39-0693
※火・木・土・日曜日、祝日のみ
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

　起業後間もない人や起業を考えて
いる人などが使用できるインキュ
ベーション室の入居者を募集します。

【利用料金】
○２号室（22.75㎡）：38,050 円／月
○３号室Ｂブース（22.75 ／３㎡）：

13,370 円／月
○５号室（24.75㎡）：41,140 円／月

【入居期間】　原則３年以内
【応募期限】
　３月 13 日㈮　※当日消印有効

【応募方法】　申請書などを「ゆめテ
クノ伊賀」に提出してください。市
で審査し入居者を選定します。
　申請書は、商工労働課にあります。
ゆめテクノ伊賀ホームページからも
ダウンロードできます。

【応募先・問い合わせ】　（公財）伊賀市
文化都市協会「産学官連携地域産業
創造センターゆめテクノ伊賀」
　☎ 41-1061　ＦＡＸ 41-1062
　http://www.bunto.com/
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

　阪神淡路大震災から 20 年。個性
的な光を放つ竹灯りの作品で彩られ
た館で、復興ソングを一緒に歌いま
せんか。

【と　き】
　3 月 20 日㈮　午後 7 時～ 9 時　
　（竹灯り点灯：午後６時）

【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール

【内　容】
○竹灯りのオブジェ（かさとり学級）
○チンドン（富都路）・人権劇（布引
　地域住民自治協議会うめぼし座）・　
　落語・太神楽曲芸・マジック
○東日本大震災復興ソング「花は咲
　く」歌と歌唱指導(コーラス木の実）
※手話通訳・磁気誘導ループあり

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

梅まつり催し

【と　き】　※全 32 回
　4 月 2 日㈭～ 12 月 19 日㈯
○入門クラス : 木曜日
　( 午後 6 時～ 7 時 )
○初級クラス : 木曜日
　( 午後 7 時～ 8 時 )
○中級・上級クラス : 木曜日
　( 午後 8 時～ 9 時 )
○全クラス : 土曜日
　( 午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 )
※㈭または㈯のいずれかを受講

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】　
○入門・初級クラス : 発音・基礎講座
○中級・上級クラス : 会話中心の講座

【受講料】
　25,000 円　
※テキスト代別

【申込先・問い合わせ】
　大韓民国民団三重県伊賀支部
　☎ 21-2043　ＦＡＸ 21-2243

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

韓国語（ハングル）講座募集

【と　き】　３月 27 日㈮
【ところ】　青山ホール
【内　容】
○第1部：子どものためのアニメソング
　（午後 1 時 30 分～ 2 時）
　演奏：青山中学校＆桔梗が丘中学　　
　　　　校吹奏楽部合同バンド
○第 2 部：吹奏楽コンサート
　（午後５時 40 分～８時）
①桔梗が丘中学校吹奏楽部
②青山中学校吹奏楽部
③上野高等学校吹奏楽部

【申込先・問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

春の小さなコンサート催し

≪特別レッスン生募集≫
　当日、上野高校吹奏楽部によ
る小・中学生対象の吹奏楽レッ
スンを行います。（楽器持参者に
限る。）特別レッスンのみ申し込
みが必要です。詳しくはお問い
合わせください。
受付期間：3 月９日㈪～ 16 日㈪

　

●３月 13 日（金）
　午前 10時

～午後１時
　阿山保健福祉センター　

献血のご案内


