伊賀連携フィールド２０１４
市民講座「忍者・忍術学講座」

伊賀連携フィールドでは、忍者研
究者による「忍者」をテーマとした
講座を開催しています。
【と き】 １月 10 日㈯
午前 10 時 30 分～正午
【ところ】 ハイトピア伊賀 ３階
【演 題】 大衆文学とは何か－貴司
山治「忍術武勇伝」
【講 師】 三重大学人文学部
教授 尾西 康充さん
【問い合わせ】
三重大学人文学部チーム
☎ 059-231-9194
商工労働課
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628

催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

一人で悩まずに、同じ病気の人の
お話を聞いたり、お互いの悩みを話
しませんか。
【と き】 1 月 8 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

募集

健康づくり講演会

同じ年齢でも健康状態に差がつく
高齢世代。健康寿命を縮める一番の
原因は体を動かさないことです。寝
たきりなどの要介護状態になる前に
体を動かす機会を増やしましょう。
【と き】 １月 17 日㈯
午後 1 時 30 分～３時
【ところ】
青山福祉センター教養娯楽室
【内 容】
○講演会テーマ
「健康寿命を延ばそう！歩いて動
いて今日からプラステン」
○講師：平岡健康開発研究所
所長 平岡 令孝さん
【申込受付開始日】 12 月 17 日㈬
【問い合わせ】 青山保健センター
☎ 52-2280

お知
らせ

インターネット公売

お知
らせ

城之越遺跡の冬季臨時休園
おおみぞ

市税の滞納処分として差し押さえ
露出展示している大 溝の遺構が、
た財産などをインターネット上の
凍結により破損・劣化することを防
オークション形式で公売します。
止するため、大溝をシートで保護し
落札代金は市の財源として活用し
ます。このため、次のとおり臨時休
ますので、積極的にご参加ください。 園日を設けます。
※諸事情により中止になる場合があ
入園を希望される皆さんにはご迷
ります。詳しくは、市ホームペー
惑をおかけしますが、ご理解とご協
ジでご確認ください。
力をお願いします。
【市ホームページ掲載開始日時】
【臨時休園日】 12 月 20 日㈯～３
１月６日㈫ 午後４時
月 20 日㈮の毎週月・火・水曜日
【参加申込期限】
※期間中の毎週木～日曜日は無料で
１月 23 日㈮ 午後 11 時
入園できます。
【入札開始日時】
※従来どおり年末年始 (12 月 29 日
１月 30 日㈮ 午後１時
～１月３日 ) は休園日です。
【問い合わせ】 収税課
【問い合わせ】 文化財課
☎ 22-9612 ＦＡＸ 22-9618
☎ 47-1285 FAX 47-1290
（公財）伊賀市文化都市協会
☎ 22-0511
お知
らせ

三田地区市民センターが
移転します

市では、市民が主体となったまちづ
くりの実現に向けて、計画的に地区市
民センターの整備を進めています。
12 月 22 日㈪から、三田地区市
民センターが、旧伊賀上野交流研修
センターに移転します。より使いや
すい施設になりましたので、ぜひご
利用ください。不明な点はお問い合
わせください。
【問い合わせ】 地域づくり推進課
☎ 22-9639 FAX 22-9694
三田地区市民センター兼公民館
☎／FAX 21-3331

お知
らせ

コミュニティ助成事業

㈶自治総合センターでは、宝くじ
の普及広報事業の一環としてコミュ
ニティ助成事業を実施しました。
平成 26 年度、坂下区では、発電
機・冷蔵庫・投光器・パソコン・液
晶テレビ
・プロジェクター・スクリー
まきわり
ン・薪割機・会議用テーブルなどを
坂下公民館に設置しました。
地域住民の集う場、憩いの場であ
る公民館で今回設置した機材などを
活用し、さらなるコミュニティ活動
の促進を図ります。
【問い合わせ】
ひつじ
大山田支所
催し 未の春展
振興課
新春恒例の干支展を開催します。
☎ 47-1150
皆さんから寄せられた作品のほか、
FAX 46-0135
昭和 30 年、平成 15 年の絵馬、サー
クルの干支にちなんだ作品を展示し
お知
らせ 東日本大震災 被災地への
ます。ぜひご来館ください。
義援金 受け入れ状況
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。 【ご協力いただいた団体】（敬称略）
【と き】
久米住民自治協議会
１月４日㈰～７日㈬
【義援金総額】 64,120,915 円
午前 10 時～午後４時
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
【ところ】
11 月 26 日）⇒日本赤十字社へ送金
ハイトピア伊賀 ５階学習室１・２
※お寄せいただいた義援金は、日本
【問い合わせ】
赤十字社を通じて、被災された方々
上野公民館
にお届けします。 今後ともご協力
☎ 22-9637
をよろしくお願いします。
FAX 22-9692
【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
うま
【問い合わせ】 厚生保護課
昨年の「午の
☎ 22-9650 ＦＡＸ 22-9661
春展」の様子
▼

催し
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市ホームページアドレス

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

お知らせ拡大版

パブリックコメント

（ご意見）を 募集します

第２次伊賀市総合計画
地区別計画中間案

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

市では、本年３月に第２次伊
賀市総合計画（基本構想・再生
計画）を策定しました。再生計
画では市全体の施策や事業を記
載しています。
さらに、各地区の地域振興に
取り組むため策定する地区別計
画（平成 27 年～ 29 年度）中間
案について意見を募集します。
主な計画内容は、各地区（支所）
単位での特性や課題・目標、各
地区内で複数の住民自治協議会
などが連携して行う事業や、住
民自治協議会などと行政が連携す
る事業などです。
【募集内容】
第２次伊賀市総合計画地区別
計画中間案に対するご意見
【閲覧場所】
①市ホームページ
②総合政策課・各支所振興課・
各地区市民センター
【提出方法】
住所・氏名・電話番号・意見
の件名を記入し、ご意見（
「該当
箇所」とそれに対する「意見内
容」
）を記載の上、郵送・ファッ
クス・E メール・持参のいずれ
かで提出してください。
【募集期間】
12 月 24 日㈬～１月 23 日㈮
【提出先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市企画振興部総合政策課
☎ 22-9620 FAX 22-9672
sougouseisaku@city.iga.lg.jp

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
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普通救命講習会

～応急手当を身につけましょう～
事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
大切な命を守るため、応急手当の技
術を身につけましょう。
【と き】 １月 25 日㈰
①普通救命講習会：午前 9 時～正午
②実技救命講習会：午前 10 時～正午
【ところ】
中消防署西分署 ２階会議室
【内 容】
心肺蘇生法（成人）と AED の使
い方、異物除去の方法、止血などの
応急手当
【対象者】
①普通救命講習：市内在住・在勤ま
たは在学の小学校４年生以上の人
②実技救命講習：市内在住・在勤ま
たは在学の小学校４年生以上で次
のいずれかにあてはまる人
○ 12 月 25 日以降に市ホームペー
ジで受講できる応急手当 WEB 講
習を修了した人
○ 1 月 25 日以降に救命入門コース
を修了した人
【募集人数】
①普通救命講習 20 人程度
②実技救命講習 10 人程度
【申込期間】 1 月 5 日㈪～ 21 日㈬
【申込方法】 消防救急課・各消防
署・各分署にある所定の用紙に記入
の上、お申し込みください。
申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
※当日は動きやすい服装で受講して
ください。
【申込先・問い合わせ】 消防救急課
☎ 24-9116 FAX 24-9111

「あんしん・防災ねっと」

携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
http://www.anshin-bousai.net/iga/

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で、QR コードを
読み込んで登録できます。
QR コード

▲

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

募集

【問い合わせ】 総合危機管理課
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444
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募集「伊賀上野・城下町の

おひなさん」絵手紙

2 月 21 日㈯から上野本町通り周
辺で開催する「伊賀上野・城下町の
おひなさん」で、会場に展示する絵
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
※ご応募いただいた絵手紙は返却し
ません。
【募集期限】 2 月 6 日㈮
【応募先・問い合わせ】
〒 518-0869
伊賀市上野中町 2976 番地の 1
伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（観光戦略課内）
☎ 22-9670 FAX 22-9695

募集

土芳忌・俳句会

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
に残した蓑虫庵主 服部土芳を偲び、
土芳忌と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。
○第 286 回忌土芳忌
【とき・ところ】 １月 18 日㈰
○墓前法要：午前 10 時 30 分～ 11 時
西蓮寺土芳墓前（長田）
○講話（ハイトピア伊賀）：
午前 11 時 30 分～正午
講師：芭蕉翁記念館研究員
早川 由美さん
※送迎バスは事前に申し込みが必要
（上野公園入口ロータリー～西蓮寺
～ハイトピア伊賀）
【申込先】 （公財）芭蕉翁顕彰会（芭
蕉翁記念館内） ☎ 21-2219
○土芳を偲ぶ俳句会
【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
俳句会：午後１時 45 分～４時
【ところ】 ハイトピア伊賀
４階多目的室
【選 者】
北村 保さん、北村 みちさん、
佐々木 経子さん、西村 八洲子さ
ん、松本 ちいさん（50 音順）
【投句数】 １人３句以内
※後日句集を送付します。
【問い合わせ】 文化交流課
☎ 22-9621 FAX 22-9628

