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家庭内での紛争に関する
法律が新しくなります

お知
らせ
お知
らせ

　家事審判と家事調停に関する手続
きを定める法律が、新たに制定され
ました。これまでより利用しやす
く、現代社会に適合した内容にする
ため、全面的に見直されました。詳
しくはお問い合わせください。

【施行日】　１月１日（火・祝）
【問い合わせ】
　津家庭裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4171
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　松尾芭蕉の伊賀の門下の中心人物
として活躍し、芭蕉の俳論を後世に
残した蓑

みのむしあんしゅ

虫庵主、服部土芳を偲び、
俳句会を開催します。これを機会に
俳句作りをしてみませんか？

【と　き】
　１月 18 日㈮
　投句受付：午後０時 30 分～
　投句締切：午後１時 15 分
　開会：午後１時 45 分～
　終了：午後４時（予定）

【ところ】　
　上野ふれあいプラザ　
　３階　中会議室

【選　者】
　下村　哲朗さん・谷本　昌子さん・
浜地　和恵さん・藤井　充子さん・
山村　勝子さん

【投句数】
　１人３句以内
※後日句集を送付します。

【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

　連続講座第２回・第３回を、「人
権文化が構築された社会をめざして
～差別・偏見を乗り越えるために～」
をテーマに開催します。

【と　き】　◦第２回：１月 19 日㈯
　午後７時 30 分～９時 20 分
◦第３回：２月 16 日㈯
　午後７時 30 分～９時 20 分

【ところ】　ゆめぽりすセンター ２階
　　　　　大会議室

【講師・演題】
◦第２回
　講師：関西大学文学部講師
　　　　上杉　聰さん 
　演題：「部落史が変わった！」
◦第３回
　講師：上杉　聰さん 
　演題：「賤民廃止令（「解放令」）　
　　　　と日本国憲法」

【問い合わせ】
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677　
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

上野同和教育研究協議会
連続講座（第 2 回・第 3 回）
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【と　き】
　１月 14 日（月・祝）　午前９時～正午

【ところ】　ゆめドームうえの　第一
競技場とその周辺

【訓練内容】
　通常点検・車両披露・一斉放水
※雨天時は車両披露・一斉放水は中
　止します。

【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納者から差し押さえた財
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】
　１月８日㈫　午後１時

【参加申込期限】
　１月 22 日㈫　午後 11 時

【入札開始日時】
　１月 29 日㈫　午後１時

【動産下見会】
　１月 15 日㈫・16 日㈬
　午後１時 30 分～４時 30 分
　下見会について、詳しくはお問い
合わせください。
※都合により予定を変更する場合が
　あります。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　島ヶ原地域まちづくり協議会は、
「宝くじの普及広報事業」コミュニ
ティ助成事業による補助を受け、地
域の祭りや地区の行事などに活用で
きるよう、仮設舞台４台、アンプ・
スピーカー・マイクセットなどの音
響設備１式を購入しました。
　これらの物品は、秋の「竹灯りの
宴」や「オオキニまつり」から使用
しています。

【問い合わせ】　島ヶ原支所振興課
　☎ 59-2053　ＦＡＸ 59-3196

「伊賀市さぽーとファイル」
を活用してください

　発達に特性のある子どもがよりよ
い支援を受けられるよう「伊賀市さ
ぽーとファイル」を作成しました。

※障がい福祉課・こども発達支援セ
　ンター・各支所住民福祉課で１月
　から希望者に配布します。市ホー
　ムページからもダウンロードでき
　ます。

【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　こども発達支援センター
　（こども家庭課内）
　☎ 22-9627　ＦＡＸ 22-9646
　各支所住民福祉課
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◆さぽーとファイルとは
　子どもの日常生活の様子や病院・
福祉施設・保育所・学校などの関
係機関で受けた支援内容の記録を
保管したり、保護者が子どもの成
長を自ら記録することができるもの
です。成長とともに支援する機関
が変わっても、このファイルを提
示することで、正確な情報が伝わ
り一貫した支援を受けることがで
きます。

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】　62,152,271 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 24 年
11 月 30 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】
　本庁南庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661
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高齢者施策運営委員会委員募集

　高齢者が住みなれた地域で安心し
て生活し、また介護が必要な状態に
なっても安心して住み続けられるま
ちづくりをめざして実施している介
護保険事業や高齢者施策について、
介護サービスを利用されている人な
ど被保険者の意見を反映させるため
に委員を公募します。

【募集人員】　２人以内
【応募資格】
①市内在住の介護保険被保険者で平
　成 25 年２月１日時点で満 40 歳
　以上満 70 歳未満の人
②市が設置するほかの附属機関の公
　募委員でない人
③市議会議員や市職員でない人

【任　期】
　2 月 1 日～平成 28 年１月 31 日

【開催回数】
　年３～４回開催（平日の午後、３
時間程度を予定）

【応募方法】
　「高齢者が住み慣れた地域で自立
した生活を送るために」と題した作文

（400 字詰め原稿用紙３枚以内）に
住所・氏名・生年月日・電話番号を
記載の上、 郵送・FAX・E メール・
持参のいずれかで提出してください。

【募集期限】
　１月 23 日㈬
　午後５時 15 分必着

【選考方法】　作文
※選考結果は応募者全員に通知します。

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950
　　kaigo@city.iga.lg.jp

離乳食教室募集

　赤ちゃんがはじめてお乳以外のも
のを口にするのが離乳食です。今回
の実習では栄養士の話（１～２回食
が中心）の後、実際に離乳食を作っ
てどのくらいの固さのものをあげた
らいいのかを知ることができます。

【と　き】　１月 18 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

【内　容】
○講話「離乳食１～２回食を中心に」
○離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、託児があります。
　（電話予約制・先着７人）

【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】　12 月 25 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課　☎ 22-9653

　平成 19 年度から始まった市の
制度。市民の皆さんの自主的なま
ちづくり活動を支援し、個性的で
魅力あふれる地域づくりを推進す
るために、住民自治協議会や市民
公益活動団体に対して補助を行っ
ています。

地域の活動を市が支援する制度です
～平成25年度 地域活動支援事業補助金制度 説明会の開催～

◆と　き　12 月 19 日㈬・21 日㈮ 午後７時
◆ところ　ゆめぽりすセンター　2 階大会議室
※詳しくは、お問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください｡
◆問い合わせ
　市民活動推進課　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9641

　制度運用から 6 年が経過し、今年度、制度の見直しを行いました。
平成 25 年度から新たに実施する地域活動支援事業補助金制度につい
て、次のとおり説明会を開催し、変更点などを説明します。

　

●１月 14日（月・祝）
　午前 10 時

～ 11 時 30 分
　午後 0 時 30 分～ 4 時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内

～広報いが市～
　１月５日号では「新年のごあい
さつ」などを紹介します。

　2 月 16 日㈯から開催する「伊賀
上野・城下町のおひなさん」で、本
町通り周辺に展示する絵手紙を募集
します。

【募集する絵手紙】　おひなさんを
テーマに絵と文字が入ったもの
※用紙は官製はがきサイズで、紙質
　は自由
※応募いただいた絵手紙は返却しま
　せん。

【募集期限】　2 月 4 日㈪
【送付先・問い合わせ】〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（商工労働観光課内）
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311

伊賀上野・城下町のおひなさん
絵手紙を募集します

募集

ご意見をお聞かせください
　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

地域活動支援事業
補助金制度とは？

巳の春展
　新春恒例の干支展を開催します。
　皆さんから寄せられた作品のほ
か、昭和 52 年、平成元年・13 年
の絵馬、干支にちなんだ郷土玩具を
展示します。ぜひご来館ください。
　なお、開催期間中、毎日先着 10
人にミニ絵馬をプレゼントします。

【と　き】
　１月５日㈯～８日㈫
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　ハイトピア伊賀　　　　
　　　　　５階多目的大研修室

【問い合わせ】上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
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