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お知
らせ

消防出初式

【と き】
１月 15 日㈰
午前９時～正午
【ところ】
ゆめドームうえの 第一競技場お
よび周辺
【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
☎ 24-9116
ＦＡＸ 24-9111
お知
らせ

住民票の写し・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

１月 14 日㈯は本庁舎電気設備保
守点検のため全館停電となりますの
で、本庁舎玄関設置の証明書の自動
交付機を終日停止します。
また、近鉄名張駅東口に設置の自
動交付機での伊賀市の住民票の写し
および印鑑登録証明書の発行も停止
します。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願い
します。
【問い合わせ】
住民課
☎ 22-9645
ＦＡＸ 22-9643
お知
らせ

男女共同参画セミナー

お知
らせ

コミュニティ助成事業

お知
らせ

干支の春展
たつ

㈶自治総合センターでは、宝くじ
新春恒例の「干支の春展」を「辰
の春展」として開催します。
の普及広報事業の一環として、市民
が行うコミュニティ活動を推進する
皆さんから寄せられた作品のほ
ため、コミュニティ助成事業を実施
か、 昭 和 51 年・63 年・ 平 成 12
年の絵馬の展示、干支にちなんだ郷
しています。
住民自治地区連合会（伊賀地区） 土玩具も展示します。
では、この助成を受けて、無線機
なお、開催期間中、毎日先着 10
26 台を購入しました。
人にミニ絵馬をプレゼントします。
今後は地域間でのネットワーク 【と き】 １月５日㈭～８日㈰
午前 10 時～午後４時
づくりのため有効活用を図ってい
きます。
【ところ】 中央公民館
【問い合わせ】
上野公民館
☎ 22-9801 ＦＡＸ 22-9692
お知
らせ

人権パネル展

【と き】
１月 12 日㈭～ 24 日㈫
午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【問い合わせ】
【ところ】 いがまち人権センター
伊賀支所振興課
【展示内容】 世界人権宣言の解説
☎ 45-9111 ＦＡＸ 45-9120
多くの尊い命が奪われ、悲劇と破
壊の惨劇をもたらした第２次世界大
また、丸柱地域まちづくり協議会
戦の反省から「差別を撤廃し、人権
では、この助成を受けて、テレビ、 を確立することが恒久平和に通じ
ビデオプロジェクターなどの視覚聴
る」との確信のもと、1948 年 12
覚備品、薪割機、発電機、ミンチ機、 月に国際連合の場において採択され
圧力釜、ガスコンロなどの備品を購
ました。
入しました。
戦争は、最大の人権侵害であると
今後は、地域住民の集いの場、憩
いうことを私たち一人ひとりが認識
いの場として、更なるコミュニティ
し、次世代に引き継いでいかなけれ
活動の促進を図ります。
ばなりません。
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
▼
発電機

男女が性別にかかわりなく、互い
に人権を尊重して個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同参
画社会をめざすために何が必要かを
考える機会として、男女共同参画セ
ミナーを開催します。
【と き】
【問い合わせ】 阿山支所振興課
１月 19 日㈭
午後７時 30 分～９時
☎ 43-1543
ＦＡＸ 43-1679
【ところ】
ふるさと会館いが 小ホール
【講 師】
NPO 法人よっかいち子どものまち
理事 坂倉 加代子さん
【演 題】
～広報いが市～
「男女共同参画社会がやってきた」
１月５日号では「税の申告期間が
【問い合わせ】
はじまります。（確定申告相談につ
伊賀支所住民福祉課
いて」などを紹介します。
☎ 45-9108 ＦＡＸ 45-9120

お知
らせ

図書館・図書室の
年末年始などの休館日

【休館日】
◆上野図書館・青山公民館図書室
12 月 26 日㈪～１月４日㈬
◆いがまち公民館図書室・島ヶ原公
民館図書室・阿山公民館図書室・
大山田公民館図書室
12 月 29 日㈭～１月３日㈫
【問い合わせ】
上野図書館
☎ 21-6868
いがまち公民館図書室 ☎ 45-9122
島ヶ原公民館図書室 ☎ 59-2291
阿山公民館図書室 ☎ 43-0154
大山田公民館図書室 ☎ 47-1175
青山公民館図書室
☎ 52-1110

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

４

５

広報いが市
2011.12.15

お知
らせ

お知
らせ

本と遊ぼう！

子どもたちの笑顔にあいたくて♪
キャラバンカーに約 500 冊の子
どもの本を積んで全国を巡回してい
る「本とあそぼう！全国訪問おはな
し隊」が、大山田公民館にやってき
ます。
キャラバンカーの本は自由に読め
ます。また、楽しい読み聞かせの会
も開催します。
【と き】
１月 13 日㈮
午後３時～４時５分
【ところ】
大山田公民館 駐車場・研修室
【対象者】 小学校就学前の子ども
【定 員】 50 人 ※先着順
※保護者は含みません。
【申込受付開始日時】
12 月 20 日㈫ 午前９時
【申込先・問い合わせ】
大山田公民館
☎ 46-0130 ＦＡＸ 46-0131
※平日の午前８時 30 分～午後５時

こころの健康づくり講演会

【と き】
1 月 15 日㈰
午後１時 30 分～４時 15 分
受付時間：午後１時～
【ところ】
三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（四十九町 2802）
【内 容】
◆第 1 部 トーク＆ライブ
《演 題》
うつと向かい合って～歌で届ける
命の輝き～
《講 師》
うつ病シンガーソングライター
稲田 貴久さん
◆第２部
メンタルパートナー養成研修
【申込期限】
12 月 28 日㈬
【申込先・問い合わせ】
伊賀保健福祉事務所 地域保健課
☎ 24-8076 ＦＡＸ 24-8085

お知
らせ

「十七文字の贈りもの」
記載誤りについて（お詫び）

５月 16 日に発売しました「十七
文字の贈りもの ―伊賀沖森文庫の
世界―」の内容の一部に記載誤りが
ありました。大変申し訳ございませ
んでした。
市内書店などでご購入いただい
た方には、正誤表を送付させてい
ただきますので企画課まで連絡を
お願いします。
【問い合わせ】 企画課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9628

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

年末年始の資源・ごみ収集と持ち込みのお知らせ
年末年始のごみの収集は、伊賀北部地区では「資源・ごみ収集カレンダー」、伊賀南部地区では「ごみ収集日程表」
のとおりです。持ち込みの場合、次のとおり受け入れますので時間内に搬入してください。
（処理手数料が必要です。）
※特に年末は、処理施設での受付が混雑しますので、なるべく早い時期に搬入してください。

～伊賀北部地区～

～伊賀南部地区～

◆ごみの種類 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、容器包
装プラスチック、金属類、紙・布類、びん類、ガラス、
せとものなど
※必ずごみの種類別に搬入してください。
【年末の受付終了日】 12 月 30 日㈮
【年始の受付開始日】 １月４日㈬
【受付時間】 午前９時～午後４時 30 分
【手数料】 50kg 以下 500 円
※ 50kg を超える場合は、50kg ごとに 500 円
【持込先】
さくらリサイクルセンター（治田 3547-13）
☎ 20-9272 ＦＡＸ 20-2575

◆ごみの種類 燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大
ごみ、資源、容器包装プラスチック
※必ずごみの種類別に搬入してください。
【年末の受付終了日】 12 月 29 日㈭
【年始の受付開始日】 １月４日㈬
【受付時間】
◦午前 8 時 30 分～正午
◦午後１時～ 4 時 30 分
【手数料】 10kg ごとに 120 円 ※資源・容器包装
プラスチックは無料
【持込先】
伊賀南部クリーンセンター（奥鹿野 1990）
☎ 53-1120 ＦＡＸ 53-1125

上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田地区

◆ごみの種類 コンクリート、土、瓦、レンガ、タイル
【年末の受付終了日】 12 月 30 日㈮
【年始の受付開始日】 １月４日㈬
【受付時間】 午前 9 時～午後 4 時
【手数料】 搬入車輌の最大積載量に 100kg あたり
500 円を乗じた額
※ 100kg 未満でも 100kg とみなします。
【持込先】 不燃物処理場（西高倉 4631）☎ 23-8991

青山地区

【問い合わせ】
◆伊賀北部地区
清掃事業課 ☎ 20-1050 ＦＡＸ 20-2575
各支所住民福祉課 ※青山支所を除く
◆伊賀南部地区
伊賀南部環境衛生組合 ☎ 53-1120 ＦＡＸ 53-1125
青山支所住民福祉課 ☎ 52-3227 ＦＡＸ 52-2174

