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集団がん検診
◆ 今年度最後の検診です。ぜひこの機会にどうぞ

【問い合わせ】健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

《医療機関で受けられる検診》
　胃がん・大腸がん・前立腺がん・子宮がん検診は
２月 29 日㈪まで市内医療機関で受診できます。
　医療機関でがん検診を受ける場合は、直接医療機
関へお申し込みください。（詳しくは、広報いが市６
月１日号をご覧ください。）

【と　き】　３月 12 日㈯
　　　　　（受付時間：午前９時～ 11 時 30 分）

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【申込先】　健康推進課　※要予約

内　容 対象者 自己負担金 定　員
（先着順）74歳以下 75歳以上

　　胃がん検診 20 歳以上の人 1,100 円 400 円 50 人
　　大腸がん検診 20 歳以上の人    400 円 100 円 なし

前立腺がん検診 50 歳以上の男性    600 円 200 円 なし
　　子宮がん検診 20 歳以上の女性 1,400 円 400 円 100 人
　　乳がん検診 30 歳以上の女性 1,600 円 400 円   60 人

《がん検診無料クーポン券について》
　すでに配布しました「27 年度がん検診無料クーポ
ン券」を使用できる集団がん検診は３月 12 日㈯で
終了します。
　まだ利用していない人は、ぜひこの機会に受診し
てください。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野西町にある集議所は江戸
時代に建てられた大きな町家で、
伊賀市の文化財に指定されてい
ますが、元は何の建物だったで
しょうか。
①油問屋　②両替商　③味噌屋
④米問屋

（答えは 14 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

納期限内に納めましょう
市・県民税（４期）
国民健康保険税（７期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　２月１日 （月）●納期限　２月１日 （月）
今月の納税

～ウィークリー伊賀市～
　１月は「土曜授業」などをお送
りします。

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
　（入）：２月４日㈭　午後４時
◆参加申込期限
　（入）：２月 15 日㈪　午後５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）

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

「臨時福祉給付金」の
申請はお済みですか

お知
らせ
お知
らせ

　昨年８月に、対象と思われる人に
申請書を郵送しています。
　申請期限は２月 10 日㈬です。申
請期限を過ぎると給付金をお受け取
りいただけませんので、早めに申請
してください。
【提出先・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
生活支援課
　☎ 22-9664
　ＦＡＸ   22-9661
※持参の場合は、各支所住民福祉課
　でも受け付けます。

確認じゃ！

※すでに、昨年７月以降にがん検診を受けた人は受診できません。
※各検診の詳しい注意事項については、広報いが市 6 月 1 日・9 月 1 日号をご覧ください。



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　1 月 26 日㈫
　午後１時 30 分～ 4 時
【ところ】　
　名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928 番地）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

文化財防火デーお知
らせ
お知
らせ

　昭和 24 年１月 26 日は、世界的
な至宝である日本最古の壁画が描か
れた奈良県の法隆寺金堂が焼損した
日です。
　その後、火災などで文化財の焼損
が相次いだことから、文化財を火災
や震災、そのほかの災害から保護す
るとともに、国民の文化財愛護思想
の普及高揚を図ることを目的とし、
昭和 30 年にこの日を「文化財防火
デー」と定め、全国的に文化財防火
運動を展開しています。
　文化財の火災は、放火や周囲から
の飛び火によるものが多いのが特徴
です。したがって、文化財の防火は、
文化財を管理する人だけでなく地域
住民や消防機関をはじめとした関係
機関の協力があってこそ成し遂げら
れるものです。
　貴重な財産である文化財を後世に
伝えていくことは、私たちの重要な
責務です。市内にも、歴史的で芸術
的な建造物が数多くあることから、こ
の時期、各地で消防訓練を実施します。
皆さんも見学するなど訓練に関わる
ことにより、文化財の防火についての
関心を高めていただくようお願いし
ます。
【問い合わせ】　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

女性活躍推進法が
成立しました

お知
らせ
お知
らせ

　平成 27 年８月 28 日に、全ての
女性が個性と能力を発揮して働くこ
とができるよう、女性活躍推進法が
成立しました。
　従業員を 301 人以上雇用してい
る事業主の皆さんは、女性の職業生
活における活躍に向けた行動計画の
策定が義務付けられます。女性の採
用拡大・継続就労支援・管理職登用
などに積極的に取り組みましょう。
　また、企業の取り組みを支援する
ために「女性活躍加速化助成金」が
スタートしました。詳しくは三重労
働局ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】　
　三重労働局雇用均等室
　☎ 059-226-2318
　http://mie-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

伊賀市更正保護女性の会
ケース研究会

催し

　伊賀市更生保護女性の会が、犯
罪や非行のない地域社会を願って

「ケース研究会」を開催します。
【と　き】　１月 30 日㈯
　午後１時～３時 30 分
【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール
【内　容】
　非行に陥る原因や背景を考え、家
庭や地域住民としての関わり方など
についてグループで討議します。
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

国民年金基金をご存じですかお知
らせ
お知
らせ

～税金がお得で、今にゆとり。
年金が増えて、老後にゆとり。～

　国民年金基金とは、国民年金に上
乗せする公的な個人年金です。
　20 歳以上 60 歳未満の国民年金
の第１号被保険者の人と、日本国内
に住所のある 60 歳以上 65 歳未満
で国民年金に任意加入している人が
加入できます。
　掛け金は自分で自由に選択でき、
将来受けとる年金を確実に増やすこ
とができます。また、掛け金は全額
所得控除となります。
【問い合わせ】　
　三重県国民年金基金
　☎ 0120-29-1284

おおやまだ人権大学講座
修了生研修会

催し

　不合理で非人間的な結婚差別。
　２人で向き合い、支える人々とと
もに乗り越えてきた歩みをお話しい
ただきます。
【と　き】　１月 20 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】
　「部落問題と向き合う私たち」
【講　師】
　石井　眞澄さん、石井　千晶さん
※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

大山田温泉さるびの
１月イベント情報

催し

○椚
くぬぎ

屋
や

花市
【と　き】
　1 月 9 日㈯・10 日㈰・11 日(月・祝)
【ところ】
　さるびの温泉敷地内椚屋
【内　容】
　洋ランなどの特売
○チンドン富都路公演
【と　き】
　1 月 16 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
○パン祭り
【と　き】
　1 月 17 日㈰
※詳しくは、さるびののホームペー
　ジをご覧ください。
○毎月第 4日曜日ワンコインデー
【と　き】
　1 月 24 日㈰
【内　容】
　入浴料 一般・高齢者 500 円
※ 小人 400 円、身体障がい者 400
　円、身体障がい児 200 円は通常
　料金です。
【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


