催し

柘植歴史民俗資料館企画展
『伊賀市の文化財 2016』

平成 27 年度に新しく市指定文化
財や国登録文化財になったものを紹
介しています。ぜひご覧ください。
【と き】
７月 10 日㈰までの午前９時～午
後４時 30 分
※毎週月曜日を除く。
【ところ】
柘植歴史民俗資料館 １階展示室
【問い合わせ】 文化財課
☎ 47-1285 FAX 47-1290
柘植歴史民俗資料館
☎ 45-1900

催し

島ヶ原文化サークルまつり
（演芸会）

【と き】
６月５日㈰ 正午～午後４時
【ところ】
島ヶ原会館 ふれあいホール
【内 容】
サークル活動などの発表
（オカリナ・大正琴・カラオケ・コー
ラス・ダンスなど）
【問い合わせ】
島ヶ原公民館
☎ 59-2291
FAX 59-2574（島ヶ原会館）

催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

【と き】 ６月２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

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

伊賀市 公式
フェイスブックページ
▲

QR コード

お知
らせ

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】 ※４月 27 日現在
熊本地震災害 147,461 円
東日本大震災 64,514,721 円
※４月 18 日から熊本地震災害義援
金箱を設置しています。ご協力を
お願いします。
※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。
【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
お知
らせ

農地パトロール強化期間

インターネット

公売

○せり売り方式
⇒
（せ）
○入札方式⇒
（入）

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
（せ）
・
（入）：５月 26 日㈭ 午後４時
◆参加申込期限
（せ）
・
（入）：６月 13 日㈪ 午後 11 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
お知
らせ

浄化槽を設置している皆さんへ

浄化槽は、微生物の働きを利用して
遊休農地の解消・優良農地の確
汚水を処理する施設で、浄化槽法で
保・農地の無断（違反）転用の防止
次のことが義務づけられています。
に努めるため、農業委員会による毎
①保守点検（浄化槽の機能が良好な
年１回の農地の利用状況調査を行い
状態で維持されるよう、20 人槽ま
ます。
での浄化槽は、年３～４回の実施）
期間中に農地パトロールを強化し
②清掃（槽内にたまった汚泥の引き
農地の利用状況を調査するととも
出し・機器類の洗浄・清掃を行う作
に、違反転用がないかなどを各地区
業で、年１回以上の実施）
の農業委員・協力委員が巡回して確
③法定検査【定期検査：11 条検査】
認します。
（浄化槽が正常に機能しているか総
合的に判断する検査で、年１回の受検）
【実施期間】
※法定検査は、県知事の指定を受け
５月 20 日㈮～７月 20 日㈬
た (一財) 三重県水質検査センターが
【問い合わせ】
実施。同センターから対象となる
農業委員会事務局
各家庭へ受検案内をお送りします。
☎ 43-2312 FAX 43-2313
【問い合わせ】
(一財) 三重県水質検査センター
お知
らせ 合併処理浄化槽設置への
☎ 059-213-0707
補助金制度
下水道課
合併処理浄化槽は、家庭のトイレ・
☎ 24-2136 FAX 24-2138
風呂・台所などから流れ出る汚水を、
微生物の働きにより、きれいな水に
して放流する設備です。
市では、公共用水域の水質保全と
公衆衛生の向上のため、合併処理浄
化槽を設置する人に設置費用の一部
を補助する制度を設けていますので
ご活用ください。
予算の範囲内での補助となります
毎月１問、伊賀に関するクイ
ので、予算がなくなり次第受付を終
ズを掲載します。
了します。ご了承ください。
問題
詳しくはお問い合わせいただく
伊賀に生まれて能楽を確立し
か、市ホームページを
た観阿弥が、はじめ修行したの
ご覧ください。
は何の師匠？
【問い合わせ】
①近江田楽 ②大和猿楽 ③雅
下水道課
楽 ④礼楽
☎ 24-2136
（答えは 10 ページ）
FAX 24-2138

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

http://www.city.iga.lg.jp/

市民夏の
にぎわいフェスタ 2016

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

「楽市・楽座」に出店・参加して
みんなでフェスタを盛り上げませんか
【と き】 ８月 21 日㈰
正午～午後９時
【ところ】
上野銀座通り・本町通り・中之立
町通りの一部
◆楽市（飲食販売・フリーマーケッ
トなど）
【募集数】 160 ブース ※先着順
【楽市出店料】
6,000 円／ブース
１ブース：間口３ｍ×奥行２ｍ
◆楽座（ダンス・バンド・パフォー
マンス・各種展示・PR 活動など）
【楽座参加料】
2,000 円／団体（ステージパフォ
ーマンスのみ）
【使用料】 ※楽市・楽座とも
実施委員会で用意する照明以外の
電気器具を使用する場合は別途電気
使用料 1,000 円が必要です。
【申込期間】
５月 23 日㈪～６月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
☎ 21-0527 FAX 24-3857
【問い合わせ】
商工労働課
☎ 22-9669 FAX 22-9628

募集

暮らしなんでも相談

9

ウェルカムベビー教室

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」
を開催します。
妊婦さんはもちろん、赤ちゃんの
お世話をする家族も一緒にご参加く
ださい。
【と き】
５月 29 日㈰ 午前 10 時～正午
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】
妊婦体験（家族対象）
・沐浴体験・
赤ちゃんを感じてみよう（心音を聞
く）・情報交換会 など
【対象者】
妊婦とその家族（夫・母など）
※心音を聞くことができる妊娠５カ
月以降の受講をおすすめします。
【定 員】
15 組 ※先着順
【持ち物】
母子健康手帳
【申込開始日】
５月 18 日㈬
【申込先・問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 FAX 22-9666

募集

河川レンジャー

【対象者】
木津川上流域で川への興味・関心
を深めるための活動ができる満 18
歳以上の人
【支援内容】
実施した活動に対して日当・交通
費などの経費の一部を支援
【申込方法】
応募書を郵送
【申込期限】
９月 30 日㈮
詳しくは、お問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホーム
ページをご覧ください。
【申込先・問い合わせ】
〒 630-8114
奈良市芝辻町 3-9-27 木津川上
流河川レンジャー事務局（（一社）近畿
建設協会）
☎ 0742-36-8760
http://www.kkr.mlit.go.jp/
kizujyo/
【問い合わせ】
公共基盤推進課
☎ 43-2326 FAX 43-2324
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産後ママ親子ヨーガ教室

インストラクターの指導のもと、
親子でヨーガを体験しませんか。
【と き】
６月 21 日㈫ 午前 11 時～正午
【ところ】
青山保健センター運動施設
【対象者】
産後３カ月～ 1 年までの母と子
【定 員】 15 組 ※先着順
【参加費】 500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用講
習会を受講してください。
（当日可）
【持ち物】
運動できる服装・飲み物
【申込受付開始日】
６月６日㈪
※電話予約制
詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
青山保健センター
☎ 52-2280 FAX 52-2281

募集

伊賀地域
ミニ人権大学講座助成金

【対 象】
同和問題をはじめとするあらゆる
人権に関する研修会などで、参加者
が約 25 人以上のもの
【助成内容】
研修会などの講師謝金の経費に対
し助成します。
※複数回の申し込み可能。ただし、
総額 2 万円まで。
※実績報告などが必要です。
【定 員】 14 団体程度 ※先着順
【申込受付期間】
５月 18 日㈬～ 12 月 16 日㈮
※延長する場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
三重県伊賀地域防災総合事務所
地域調整防災室総務生活課
☎ 24-8137 FAX 24-8010

広報いが市PDF版

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/

※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。
QR コード

▲

弁護士・税理士など専門家が相談
にお答えします。
【と き】
６月４日㈯
午前 10 時～午後４時
【ところ】
ゆめぽりすセンター
【相談内容】
○賃金不払い ○不当解雇
○年金・税金・介護・子育て・ローン（住
宅・自動車・教育・介護）に関す
る相談
○さまざまな保険の保障見直し
○住宅新築・建て替え・リフォーム
【申込先・問い合わせ】
暮らしほっとステーション伊賀事
務局 ☎ 23-6063
【問い合わせ】
商工労働課
☎ 22-9669 FAX 22-9628

募集

【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

