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粗大ごみ戸別収集（福祉収集）事業
◆ご自宅の玄関先まで収集にうかがいます

【問い合わせ】　清掃事業課　
　☎ 20-1050　ＦＡＸ 20-2575

【対象者】
　次のいずれかに該当する人のみで構成されている世帯
○ 75 歳以上の高齢者　
○介護認定を受けている人　
○障害者手帳を持っている人

【対象品目】　
※１回の申請につき、収集は５点以内
○電化製品：
　扇風機・掃除機・電子レンジ・ファンヒーターなど
○家具・寝具類：
　タンス・ソファ・食器棚・ベッド・布団・カーペッ
トなど
○その他粗大ごみ：
　自転車・ストーブ・物干し竿・衣装ケース・脚立など
※家電リサイクル法によるもの（エアコン、テレビ、
　冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）など一部収
　集の対象とならないものがあります。

【申請方法】
　清掃事業課・住民課・市民生活課・各支所住民福祉
課・各地区市民センターにある「粗大ごみ戸別収集（福
祉収集）事業利用申請書」に必要事項を記入の上、申
請してください。
　申請書は市ホーム
ページからもダウン
ロードできます。

【申請先・問い合わせ】
　伊賀北部地区：清掃事業課
　各支所（伊賀・島ヶ原・阿山・大山田）住民福祉課
　伊賀南部地区（青山支所管内）：青山支所住民福祉課

かんこ踊りの写真や映像を
探しています
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　伊賀のかんこ踊り（昭和初期）の
写真や映像（昭和時代）を探してい
ます。
　今では途絶えてしまったかんこ踊
りの写真や映像をお持ちではありま
せんか。貴重な資料として使わせて
いただきます。
　併せて上野城跡（明治・大正期）
の古い写真をお持ちではありません
か。上野城跡の保存整備の資料とし
て使わせていただきます。

【問い合わせ】
　文化財室
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

　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。
　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】
　10 月 25 日㈮　午後１時

【参加申込期限】
　入札形式
　11 月５日㈫　午後５時

【入札開始日時】
　入札形式
　11 月 15 日㈮　午後１時

【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 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

URL「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況
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【義援金総額】
　63,709,251 円 

（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
９月 26 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
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

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
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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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一日伊賀年金事務所・
　　　　出張年金相談所

お知
らせ
お知
らせ

　日本年金機構では、皆さんに公的
年金を身近に感じていただき、年金
制度に対する理解を深めていただく
ために、11 月を ｢ねんきん月間｣
として定め、次のとおり、一日伊賀
年金事務所と出張年金相談所を開催
します。
《一日伊賀年金事務所》
【と　き】
　11 月 6 日㈬
　午前 10 時～午後３時

【ところ】
　ゆめぽりすセンター

【内　容】
○国民年金の納付相談
○健康保険・厚生年金の加入相談
《出張年金相談所》
【と　き】
① 11 月 21 日㈭
② 11 月 28 日㈭
　いずれも午前 10 時～午後３時

【ところ】　
①青山支所　1 階会議室
②伊賀支所　2 階会議室

【内　容】
　年金相談

【問い合わせ】
　津年金事務所
　☎ 059-228-9112
　保険年金課
　☎ 22-9659
　ＦＡＸ 26-0151

しぐれ忌催し

　俳聖松尾芭蕉を偲び、毎年行われ
ている式典です。
　平成 25 年度芭蕉翁献詠俳句の特
選句が奉納されます。

【と　き】
　11 月 12 日㈫
　午前９時 30 分～正午

【ところ】
　萬寿寺（柘植町 7373 番地）

【内　容】
○式　典　午前９時 30 分～　　
○講　演　午前 10 時 20 分～
　演題：芭蕉さんの文芸（その二）
　～同一発句で三回挑戦した歌仙　

「木のもとに」の巻～　
　講師：いがまちランプの会会長
　　　　梅田　徹さん
○講演終了後　芭蕉公園自由散策
※絵手紙・手向句集・芭蕉翁像・菊
　などの展示を行います。

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課　　
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120
　（公財）芭蕉翁顕彰会　
　☎ 21-2219

しぐれ忌俳句大会催し

　今年で 49 回目となる俳句大会で
す。講演会と選句・披講・選評・表
彰を行います。

【と　き】
　11 月９日㈯　 
○受付：午後０時 30 分～　
○投句締切・開会：午後１時

【ところ】
　ふるさと会館いが　小ホール

【講　演】
　演題：「十七歳の十七音」　　
　講師：俳人　神野　紗希さん　　

【選　者】
　神野紗希・石井いさお・伊藤政美・
北村保・橋本輝久・藤井充子・宮田
正和　※敬称略

【募集人数】
　120 人

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課　
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、１人で悩ま
ずに話しましょう。

【と　き】
　11 月７日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階多目的室

【対象者】
　がん患者・家族など
※参加申し込み不要

【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

職場のトラブルについて
ご相談ください
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　三重県では、県内７カ所に総合労
働相談コーナーを設置しています。
　総合労働相談コーナーでは、パ
ワーハラスメント・上下関係に関す
る悩み・サービス残業などの職場で
の悩みや相談に対して、指導・助言
や話し合いの機会の場を提供してい
ますのでご利用ください。
　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】
　三重労働局総務部企画室
　☎ 059-226-2110
　http://www.mie-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

～広報いが市～
　11 月１日号では「特集～こども
の目から見た人権～」などを紹介
します。

伊賀国分寺跡の現地見学会催し

　西明寺に古代の寺院跡があること
をご存じでしょうか。伊賀国分寺跡
と長楽山廃寺跡は、奈良時代、聖武
天皇の発願で各国に造られた国分寺
と国分尼寺の遺跡で、国史跡に指定
されています。
　伊賀国分寺跡を巡りながら、古代
の伊賀に触れてみませんか。

【と　き】
　11 月 17 日㈰
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　（集合・受付：午前９時 45 分）　　
※小雨決行

【集合場所】
　ヒルホテルサンピア伊賀駐車場

（テニスコート側）　　
※公共交通機関を利用する場合は、上
　野コミュニティーバスしらさぎ号
　内回り循環西コースの文化会館で
　下車してください。

【内　容】
　遺跡の説明と古瓦の展示・解説

【問い合わせ】
　文化財室
　☎ 47-1285
　ＦＡＸ 47-1290

　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください


