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【取扱場所】　
　本庁住民課窓口
【取扱日時】
　毎週木曜日　午後 7 時 30 分まで
　（祝日・年末年始を除く。）
【取扱業務】
・住民票の写しの交付
・住民票記載事項証明書の交付
・戸籍謄本（全部事項証明書）の交付
・戸籍抄本（個人事項証明書）の交付
・除籍・改製原戸籍謄抄本の交付
・身分証明書の交付
・印鑑登録
・印鑑登録証明書の交付
・外国人登録原票の写しの交付
・外国人登録原票記載事項証明書の交付
・住民基本台帳カードの交付
・住民基本台帳カードの多目的申請
　証明書交付時には「本人確認書類」

（運転免許証、住民基本台帳カード、
パスポートなど官公署発行の写真が
貼付された書類）を提示していただ
きます。
　本人確認書類をお持ちでないとき
や代理人申請のときは、印鑑登録や
住民基本台帳カードの即日交付はで
きません。
　時間外に戸籍の届出をする場合
は、従来どおり本庁（守衛室）およ
び各支所（宿直室）で取り扱います。
【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645
　ＦＡＸ 22-9643

証明窓口業務の延長についてお知
らせ
お知
らせ

　三重県障害者相談支援センターに
よる巡回相談を行います。
【と　き】　5 月 20 日㈭
　午後 2 時～ 4 時
　（受付：午後 1 時～ 2 時）
【ところ】　
　青山保健センター
【科　目】　
　整形外科・耳鼻科
【相談内容】
　身体障害者手帳に関すること（手
帳判定は除く）、補装具に関するこ
と、そのほか医学的相談
※身体障害者手帳をお持ちの人は、
　当日ご持参ください。
【予約先・問い合わせ】
　5 月 10 日㈪までに予約してくだ
さい。
※次回は 11 月 11 日㈭いがまち保
　健福祉センターで開催します。
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　各支所住民福祉課

身体障がい者巡回相談お知
らせ
お知
らせ

　 伊 賀 市 に は、232
人の認定農業者がいま
す。（ 平 成 22 年 3 月
末現在）
　皆さんも、認定農業
者として地域農業の中
心的役割を担いません
か。
認定農業者制度とは
　自ら経営改善に取り組むやる気と
能力のある農業者が、｢農業経営の
スペシャリスト｣ をめざす ｢農業経
営改善計画｣ を作成し、その計画を
市が認定する制度です。
認定の対象者は
　意欲のある人であれば、性別、専
業・兼業などを問わず、どなたでも
申請できます。
　｢家族協定｣ を結ぶことで、夫婦
や親子での共同申請も可能です。
　5 年間の経営計画を作成すること
で、自身の経営内容を見直し、計画
的に事業を行えるだけでなく、認定
農業者を対象とした経営支援措置も
あります。
【申請方法】
　経営改善に関する５年後の目標と
その達成に向けた方策を内容とする
｢農業経営改善計画｣ を作成し、農
林振興課または各支所振興課へ提出
してください。
　提出様式は市ホームページをご覧
ください。
【提出期限】
　農業経営改善計画申請書は随時受
け付けます。次の提出期限を参考に
ご提出ください。
①5月下旬認定分
　提出期限・・・  5 月 12 日㈬
②10月下旬認定分
　提出期限・・・10 月 13 日㈬
③1月下旬認定分
　提出期限・・・  1 月 12 日㈬
④3月上旬認定分
　提出期限・・・  2 月 16 日㈬
※以降の提出分は翌年度の認定とな
　ります
【問い合わせ】
　農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313
　馬場 1128 番地（阿山支所庁舎内）
　　 nourin@city.iga.lg.jp

　平成 13 年 12 月に「子どもの読
書活動の推進に関する法律」が制定
され、4 月 23 日が「子ども読書の日」
と定められました。この日は、国民
の間に広く子どもの読書活動につい
て関心と理解を深めるとともに、子
どもが積極的に読書活動を行う意欲
を高めるために設けられたもので
す。また、今年は「国民読書年」と
定められており、国をあげて読書活
動に対するさまざまな取り組みが推
進されていく予定です。
　伊賀市では平成 20 年 3 月に「伊
賀市子ども読書活動推進計画」を策
定し、家庭・地域・学校などのあら
ゆる場所で読書活動を推進していま
す。特にこの日を中心に、「本の読
み聞かせ」や「紙芝居」がさまざま
な場所で行われています。読書は子
どもの人間形成に大きな影響を与え
ます。日常の中で読書が生活習慣の
一部として定着するよう読書活動に
ご協力をお願いします。
　ご家庭の本で寄贈していただける
ものがありましたら、お近くの小学
校・中学校にご連絡ください。
【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9691

農業者の皆さんへ
認定農業者になりませんか

お知
らせ
お知
らせ

　水道部では平成 22 年度の水道水
質検査計画を作成し、水質検査結果
とあわせて公表しています。また、
市ホームページ「暮らしと環境　上
下水道」で公開していますのでご覧
ください。
【問い合わせ】
　水道部施設課
　☎ 24-3980　ＦＡＸ 24-0006

水質検査計画についてお知
らせ
お知
らせ

子ども読書の日お知
らせ
お知
らせ

伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

●５月２６日（水）　
　午前９時３０分
　　　　～１０時３０分
　青山公民館

献血のご案内



ゆめドームうえの
トレーニング室・フィットネス教室のお知らせ
ゆめドームうえの
トレーニング室・フィットネス教室のお知らせ
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つつじ祭ウォーク

　初めて施設を利用される人は、登
録講習会を受講してください。
　トレーニングマシンの使い方など
を説明します。
【対象者】　中学生以上の人

○お得な回数券をご利用ください
　１１枚つづり 　　　４，０００円
　ゆめドームうえの受付で販売中
※フィットネス教室参加時のみご利
　用いただけます。

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9680　ＦＡＸ 22-9692
　県立ゆめドームうえの
　☎ 22-0590　ＦＡＸ 22-0592

　ＪＲ関西本線電化を進める会で
は、関西本線沿線の良さを知ってい
ただくため、「伊賀市商工会」と共
催で、ＪＲ柘植駅から余野公園まで
のつつじ祭ウォークを行います。
　当日は、余野公園で「つつじ祭」
が開催されていますので、憩いのひ
と時をお過ごしください。
【と　き】　5 月 9 日㈰
※つつじ祭中止の場合はウォーク開
　催を中止します。
・参加申込受付・集合
　　　　　午前 9 時 40 分～
・出発　　午前 10 時
・解散　　午前 11 時 30 分頃
【集合場所】　ＪＲ柘植駅前
【コース】　ＪＲ柘植駅⇒都美恵神社
⇒徳永寺⇒横光利一文学碑⇒余野公
園（総距離約 4 ｋｍ）
※余野公園からＪＲ柘植駅行のウォ
　ーク参加者専用貸切バスを用意し
　ていますのでご利用ください。
※一部変更する場合があります。
【その他】
・歩きやすい服装で、弁当・水筒・
　敷物をご持参ください。
・小学生以下のお子さんは保護者同
　伴でご参加ください。
・公共交通機関でお越しください。
【問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210

夜間教室のお知らせお知
らせ
お知
らせ

　それぞれ午後 7 時から 1 回 30
分の教室です。気軽にご参加くださ
い。
①サーキットトレーニング
　毎週水曜日
②水中ウオーキング
　毎週金曜日
【ところ】
　青山保健センター運動施設
【持ち物】
　①室内用運動靴、運動できる服装
　②水泳帽、水着
【参加料】
　利用ごとに必要（10 回分の料金
で 11 回利用できる回数券あり）
市内の方
◇中学生以上１８歳未満　２５０円
◇１８歳以上６５歳未満　５００円
◇６５歳以上　　　　　　３００円
◇障害者手帳をお持ちの方２５０円
市外の方　　　　　　　　８００円
【対象者】　
　中学生以上の人
【その他】
　初めての人は最初に利用講習会を
受けていただきます。
【問い合わせ】
　青山保健センター運動施設
　（月曜休館）
　（受付：午前 10 時～午後 7 時）
　☎ 52-4100

○トレーニング室
【利用時間】
　午前９時～午後１０時
　（火・土曜日は午後９時まで）
※利用は１回１人２時間
※午後５時以降の利用は３日前まで
　に要予約（火・土曜日は除く）
【料　金】
・登録料　　　　　　２００円／年

（４月１日～平成２３年３月３１日）
・利用料　３００円
　　　（中学生・高校生は１５０円）
※火・土曜日　（午後１時～９時）
　　　　　　　　　　　　４００円

○フィットネス教室
　毎週火・土曜日　午後１時～９時
【エアロビクス】
　リズミカルな音楽に合わせた有酸
素運動です。心肺機能の向上や脂肪
燃焼に効果的！
【体力測定】　（第２・第４土曜日）
　１０種類の測定を行い、その結果
をもとに指導者がわかりやすく説明
します。
【健康体操】
　体をしっかり動かしたり、伸ばし
たり、リラックスして体力を身につ
けましょう！
※詳しい時間帯などはお問い合わせ
　ください。

　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として、「ウェルカムベビー教室」
を実施します。妊婦さんはもちろん、
赤ちゃんのお世話をするご家族も一
緒にご参加ください。
【と　き】　
　5 月 21 日㈮
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】
　上野ふれあいプラザ 2 階
【内　容】
前期
・妊娠中の体の変化について　
　　　　　　　　　（助産師の講話）
・妊娠中の食事について
　　　　　　　　　（栄養士の講話）
・情報交換会　など
後期
　新生児の育児、妊婦体験ジャケッ
ト、沐浴体験などを 7 月に実施し
ます。

（本紙 6 月 15 日号で募集予定）
【対　象】　※先着順
　妊婦とそのご家族（夫、母など）
15 組
【申込受付開始日】　
　4 月 22 日㈭
【持ち物】　
　母子健康手帳
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

募集 ウェルカムベビー教室（前期） イベ
ント


