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上野歴史民俗資料館企画展

『恐竜と世界の化石２０１６』

市内や近隣地域、海外で発見された化石と恐
竜の木彫骨格の展示を行います。
【と き】
７月 日㈰～９月 日㈯
午前９時～午後４時 分
※毎週月曜日を除く。
【ところ】
上野歴史民俗資料館 ２階多目的室
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▼プレイベント「恐竜木彫骨格公開制作見学会」
【と き】 ７月 日㈯ 午後１時 分～４時
【ところ】 上野歴史民俗資料館 ２階多目的室
※申し込みは不要で、随時見学できます。
【制作者】 田渕 良二さん
▼「化石発掘体験会」
【と き】 ８月 日㈯ 午前９時 分～正午
（受付：午前９時～）

関連イベント
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第９回輝け！いがっ子
フォトコンテスト 結果発表

今 回 の「 輝 け！ い が っ 子 フ ォ ト コ ン
テ ス ト 」 で は、
〝伊賀の子どもたち＝い
が っ 子 〟 の 日 常 の 姿 を 募 集 し た と こ ろ、
１２１点の作品が寄せられました。たく
さんのご応募ありがとうございました。
応募されたどの作品からも、次代を担
う伊賀の子どもたち＝いがっ子への温か
い愛情が伝わってきました。
厳正な審査の結果、最優秀賞１点、優
秀賞２点、入選 点としました。
各賞に選ばれた人は次のとおりです。
（敬称略、順不同）

城戸

壮佑
正明
伸幸
津根生

路代

竹田
池森
廣岡
福地

30

【講 師】 伊賀盆地化石研究会 北田 稔さん
【対象者】 市内の小中学生（先着 人）

ニング体験

【ところ】 大山田公民館と周辺の服部川
※雨天や河川増水の場合は、屋内で化石クリー

30

※千枚どおしがあれば持参してください。
【申込受付開始日】 ７月 日㈭

を入れる袋・金づち

※事前申し込みが必要です。
【持ち物】 軍手・長靴・新聞紙・採取した化石

※必ず保護者が付き添ってください。
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【申込先・問い合わせ】
文化財課 ☎ ・１２８５ ＦＡＸ ・１２９０

47

◆入選
西岡

山田 久雄
山本 愛子
中川 奈津子
南 孝枝

【問い合わせ】 生涯学習課
☎ ・９６７９ ＦＡＸ ・９６９２
22
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【優秀賞】 岡田 理奈
『わが家の風物詩』
【優秀賞】 冨 元子
『愛しい我が子』
22
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啓美『絶対に勝つぞ！』
【最優秀賞】 福森

7.15

◆ 伊賀市ふるさと応援寄附金の状況をお知らせします

ふるさと応援寄附金

毎年、
「ふるさとを大切にしたい」「伊賀市の発展に
貢献したい」
「応援したい」という市内外の皆さんか
ら寄附をいただいています。皆さんの気持ちにお応え
できるように、さまざまな事業に活用しています。
■寄付の状況

2015（平成 27）年度
⇒ 263 件 31,910,000 円
（平成 28 年３月末現在 基金積立額 68,222,599 円）

～「ふるさと応援寄附金」で
伊賀市を応援しよう～
市では、１万円以上の寄付をいただいた人を対象
に、寄付金額に応じて希望の品を贈呈しています。
今回、全国の皆さんに伊賀の魅力を知ってもらい、
楽しんでいただけるよう返礼品をリニューアルしま
した。
「伊賀ブランド」をはじめとした地元の特産品な
どを取りそろえていますので、皆さんもぜひ友人や
知人に紹介してください。

【問い合わせ】総合政策課
☎ 22-9620 ＦＡＸ 22-9672
■伊賀市ふるさと応援寄附金を活用した事業
平成 27 年度：6,736,000 円

≪主な事業≫
○市街地整備事業（赤井家住宅関係経費）…1,000,000 円
○文化財保護事業（上野天神祭だんじり行事民俗文
化財保存修理）
………………100,000 円
○図書館・学校・保育所（園）の図書などの購入
……………5,616,000 円
返礼品の一例

な

※写真はイメージです。

はな

▲ナノニン＆七の花
伊賀産菜種油セット

▲伊賀牛

※ふるさと応援寄付金の寄付方法や返礼品の詳細は
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。

◆ 毎週木曜日は証明窓口を延長しています

証明窓口業務延長のご案内
【と き】 毎週木曜日 午後７時 30 分まで
※祝日・年末年始を除く。
【ところ】 住民課・課税課・収税課
※各支所では延長していません。
【取扱業務】

◆住民課
○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）の交付
○戸籍抄本（個人事項証明）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
○マイナンバーカードの交付 ＊予約制
※証明書交付時には「本人確認書類」
（マイナンバー
カード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポー

▲忍者衣装

【問い合わせ】住民課
☎ 22-9645 ＦＡＸ 22-9643
トなど官公署発行の写真が貼付された書類）を提示
してください。

※本人確認書類を持っていないときや代理人申請のと
きは、来庁日当日の印鑑登録はできません。

※戸籍の届出は証明窓口では取り扱いできませんので、
本庁・各支所の守衛室（宿直室）へお越しください。
※転入届などの住民異動届は取り扱いできません。
◆課税課
○原動機付自転車などの登録・廃車手続き
○住民税に関する相談対応

◆収税課
○所得証明・課税証明・営業証明の交付
○市税の収納・納税相談
【問い合わせ】
○住民課
○課税課
○収税課

☎ 22-9613
☎ 22-9612

ＦＡＸ 22-9618
ＦＡＸ 22-9618
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お知らせ拡大版

◆ 伊賀線の歴史に触れてみませんか

伊賀線開業100 周年記念イベント
【と

き】 ８月７日㈰

午前 10 時～午後４時

【ところ】 上野市駅・ハイトピア伊賀
【内 容】
◆記念イベント列車

上、郵送か持参で提出してください。

など

お知らせ

①「特製駅弁列車」
（上野市駅 午後０時 17 分発）
テレビドラマのモデルとなった、三重県立相可高等
学校食物調理科が企画・製作した「100 周年記念特
製駅弁」を車内で召し上がっていただきます。
②「バースデー・スイーツトレイン」（上野市駅
後３時 17 分発）

午

催 し

伊賀白鳳高等学校パティシエコースなどの協力によ
り、伊賀線開業当時の大正時代にゆかりのあるスイー
ツなどを車内で召し上がっていただきます。
【申込受付開始日時】 ７月 23 日㈯ 午前８時

募 集
子
子育
育て
て支
支援
援・
・無
無料
料相
相談
談

【定 員】 各 50 人 ※先着順
【参加費】
①大人：2,200 円 小学生以下：1,800 円
②大人：2,800 円 小学生以下：2,400 円
【申込方法】 応募先へ電話で申し込んでください。
◆“私のお気に入り 伊賀線のある風景”写真、伊賀
線に関するエッセイ・応援メッセージの募集
【募集期間】 ８月１日㈪～９月 30 日㈮
【応募方法】
○写真：作品の裏面に住所・氏名・電話番号を記入の

◆ 作文・ポスター・標語で、人権を表現してみましょう

人権作品を募集します

市民の皆さんの人権問題に対する関心を深め、その
意識を高めることを目的として、人権作品（作文・ポ

スター・標語）を募集します。
作品は、人権問題（同和・女性・子ども・障がい者・
外国人・性的マイノリティなど）に関わって、日常生
活の中で体験したことや感じたこと、あるいは、差別
をなくしていくための意見や方法などを表現したもの
が対象です。

【審査・発表】
市で審査を行い、結果を応募者に連絡します。
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○エッセイ・応援メッセージ：募集チラシ裏面の応募
用紙に必要事項を記入の上、郵送・ファックス・持参
のいずれかで提出してください。

【応募先】 〒 518-0873
伊賀市上野丸之内 61 番地の２
伊賀鉄道上野市駅 ☎ 21-3231 ＦＡＸ 21-1070
※各イベントの募集要領や応募方法など、詳しくはチ
ラシをご覧ください。チラシは、本庁受付・交通政
策課（上野ふれあいプラザ２階）
・各支所振興課・伊
賀鉄道上野市駅窓口・各地区市民センターにありま

す。市ホームページ・伊賀鉄道㈱ホームページから
もダウンロードできます。
◆式典・展示・物販など
○記念式典・記念列車出発式
○伊賀線ジオラマの展示
○伊賀線運転シミュレーター体験
ふ かん
○大正時代の伊賀線俯瞰図、伊賀線に関する絵手紙、
昔の伊賀線車両や沿線の写真の展示など
○記念グッズ、記念 DVD、
記念乗車券セット・入場
券セットの販売
○相可高等学校の生徒によ
る弁当などの販売

【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
※作品は１人１点、未発表のものに限ります。
※応募作品は、今後の人権啓発に活用します。

【応募方法】 応募用紙に必要事項を記入の上、作品と
あわせて提出してください。
※募集要項と応募用紙は、次の応募先で配布するほか、
市ホームページからもダウンロードできます。
【応募期間】
９月１日㈭～ 30 日㈮

※必着

【応募先】
○人権政策・男女共同参画課
○各支所振興課（上野支所を除く。）
2015 年度
「ポスター
部門・中学生の部」
市長賞受賞作品

▲

【対象者】
小学生以上で、市内在住・在勤・在学の人
【募集作品】 作文・ポスター・標語
※詳しい作品規定は募集要項をご覧ください。

【問い合わせ】交通政策課
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852

お知
らせ

人権擁護委員の委嘱

【再 任】
○槌野 策司さん（上野丸之内）
○野田 眞治さん（愛田）
○森岡 美恵子さん（下阿波）
【新 任】
○山﨑 和憲さん（木興町）
○山岡 芳久さん（島ヶ原）
人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
津地方法務局伊賀支局
☎ 21-0804 ＦＡＸ 21-1891

催し

認知症家族教室

認知症の人を介護する家族の学び
と情報交換の場です。
【と き】 ８月 18 日㈭
【ところ】 （一財）上野病院 大会議室
【内 容】
○講演
午後１時 30 分～２時 30 分
演題：
「認知症治療薬について」
講師：伊賀薬剤師会 薬剤師
○つどい交流会
午後２時 30 分～３時 30 分
※認知症の人が参加する場合は、事
前にご連絡ください。
【問い合わせ】 地域包括支援セン
ター（中部にんにんサポート伊賀）
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511

催し

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

お知
らせ

恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします

今から 71 年前の８月６日に広島
市へ、同月９日に長崎市へ原子爆弾
が投下されました。
この日は人類にとって決して忘れ
ることのできない日であり、毎年、
両市で原爆死没者の慰霊と恒久平和
を願う式典が行われます。
また、8 月 15 日は「戦没者を追
悼し、平和を祈念する日」であり、
政府主催の「全国戦没者追悼式」が
行われます。
市においても恒久平和を願い、そ
れぞれの原爆投下時刻と追悼式の日
の正午にサイレンを鳴らします。
このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた方々の冥福をお
祈りし、永久に平和が確立されるこ
とを願い、１分間の黙とうを捧げた
いと思います。
市民の皆さんのご賛同をお願いし
ます。
【サイレンの吹鳴時刻】
８月６日㈯ 午前８時 15 分
８月９日㈫ 午前 11 時２分
８月 15 日㈪ 正午
【問い合わせ】
人権政策・男女共同参画課
☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288
医療福祉政策課
☎ 26-3940
ＦＡＸ 22-9673

お知
らせ

高齢受給者証が
新しくなります

英語を使って歌や踊りを楽しみま
高齢受給者証は、医療機関などで
す。アロマセラピーやベビータッチ
受診する場合に自己負担額を証明す
などの企画もあり、大人も子供も楽
るものです。
しめます。夏休みの思い出にぜひご
現在お使いの高齢受給者証の有効
参加ください。
期限は、７月 31 日㈰です。
【と き】 8 月 23 日㈫
国民健康保険の加入者で 70 歳か
午前 10 時～ 11 時
ら 74 歳までの人には、８月１日㈪
【ところ】
からご使用いただく高齢受給者証を
阿山保健福祉センター ホール
７月中旬に郵送します。
【対象者】 英語に興味のある親子、
受診する際は、国民健康保険被保
英語教育に関心のある人
険者証と新しい高齢受給者証を窓口
【参加料】 子ども１人につき 500
に提示してください。
円（アメリカンパイ非会員）
※これから 70 歳になる人は、誕生
【問い合わせ】 伊賀市国際交流協会
月の下旬（１日生まれの人は誕生
事務局 ☎ 22-9629
月前月の下旬）に郵送します。
市民生活課
【問い合わせ】 保険年金課
☎ 22-9702 ＦＡＸ 22-9641
☎ 22-9659 ＦＡＸ 26-0151

お知
らせ

高齢者向け給付金（年金生活
者等支援臨時福祉給付金）の
申請はお済みですか

市では、支給対象となる可能性の
ある人の世帯に、４月上旬に申請書
を郵送しています。

《高齢者向け給付金とは》 賃金引
き上げの恩恵が及びにくい低年金
受給者などを支援し、今年前半の
個人消費の下支えとなるよう、低
所得の高齢者を対象に１人につき、
30,000 円が支給される給付金
【対象者】
平成 27 年度分住民税が課税され
ていない人のうち、65 歳以上（昭
和 27 年４月１日以前生まれ）の人
※対象者を扶養している人が平成
27 年度分住民税を課税されてい
る場合や、生活保護受給者である
場合などは対象になりません。
【申請期限】 ７月 29 日㈮ ※必着
※申請期限を過ぎると、給付金を受
け取れませんので、すみやかに申
請してください。
【申請先・問い合わせ】 生活支援課
☎ 22-9664 ＦＡＸ 22-9661
お知
らせ

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】※６月 20 日現在
熊本地震災害 466,343 円
東日本大震災 64,521,850 円
エクアドル地震 2,536 円
※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

たい！
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題 くみ ひも
伊賀組 紐 の代表格である「高
麗織り」を織る台はなに？
①丸台 ②角台 ③綾竹台
④高台
（答えは６ページ）
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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/

人権政策審議会委員

お知らせ
催
し
募 集
子育て支援・無料相談

市の人権政策に係わる重要事項
や、あらゆる差別の撤廃、市民など
の人権擁護に関して必要な事項を調
査・審議するため、人権政策審議会
委員を募集します。
【募集人数】 2 人程度
【応募資格】
○市内在住で満 20 歳以上
○市が設置する他の審議会・その他
附属機関の委員でない人
○市議会議員・市職員でない人
【任 期】 委嘱の日から 2 年間
【報 酬】 6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【開催回数】
年２～４回程度（平日の昼間）
【応募方法】
人権が尊重される社会づくりにつ
いての提言や自分の役割などを、小
論文「伊賀市における人権政策の推
進と私の役割」として、800 字以
内にまとめ、所定の応募用紙とあわ
せて、郵送・E メール・持参のいず
れかで提出してください。
応募様式は、人権政策・男女共同
参画課、各支所振興課にあります。
市ホームページからもダウンロード
できます。
【選考方法】
小論文審査・面接
委員の構成比率などを考慮して決
定します。
※選考結果は、本人に通知します。
【応募期限】
８月 15 日㈪ ※消印有効
【応募先・問い合わせ】
〒 518-1422
伊賀市平田 650 番地
大山田農村環境改善センター内
伊賀市人権生活環境部人権政策・
男女共同参画課
☎ 47-1286 FAX 47-1288
jinken-danjo@city.iga.lg.jp

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

【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
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催し

銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」

催し

消防団夏期訓練

消防団員の士気高揚と団結を図る
以前は、役目を終えた七夕の笹飾
目的で、伊賀市消防団夏期訓練を実
りを河川に流す習慣がありました
施します。
が、現在は環境問題の要因となりま
市民用観覧席を準備しますので、
す。そこで、銀座商店街七夕笹飾り
どうぞご見学ください。
コンクールの際に、川に見立てた「銀 【と き】 8 月 7 日㈰
座川」で笹流しを行います。
【ところ】
ご家庭の笹飾りも、河川美化運動 《メイン会場》
の一環としてこの機会に銀座川へ流
○伊賀分団
しに来てください。
柘植中学校グラウンド（雨天時：
【と き】 ８月６日㈯
同体育館） 午前９時～
午後２時～５時 30 分
《サブ会場》
【問い合わせ】
○上野中分団
伊賀上野銀座商店街振興組合
上野西小学校グラウンド（雨天時：
☎ 24-2044 FAX 24-2065
同体育館） 午前 8 時～
商工労働課
○上野西分団
☎ 22-9669 FAX 22-9628
成和西小学校グラウンド（雨天時：
同体育館） 午前 9 時～
○上野北分団
催し がん患者と家族の方の
旧丸柱小学校グラウンド（雨天時：
おしゃべりサロン in 伊賀 同体育館） 午前 8 時 30 分～
同じ病気の人のお話を聞いたり、 ○上野東分団
お互いの悩みを話したり、一人で悩
府中小学校グラウンド（雨天決行）
まずにお話ししましょう。
午前 9 時～
【と き】 8 月 4 日㈭
○上野南分団
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
比自岐小学校グラウンド（雨天時：
【ところ】 ハイトピア伊賀 4階ミー
同体育館） 午前 8 時～
ティングルーム
○島ヶ原分団
【対象者】 がん患者・家族など
島ヶ原支所横駐車場（雨天時：島ヶ
【問い合わせ】 三重県がん相談支援
原中学校体育館） 午前 8 時～
センター ☎ 059-223-1616
○阿山分団
健康推進課
阿山中学校グラウンド（雨天時：
☎ 22-9653 FAX 22-9666
同体育館） 午前 8 時～
○大山田分団
せせらぎ運動公園（雨天時：農村
募集 旧崇広堂書道展
改善センター） 午前 9 時～
第１回書道講座「細筆書き ( ひらが
○青山分団
な ) に挑戦しよう !」
青山北部公園（雨天時：同体育館）
「ひらがな」をさらさら書いてみま
午前 8 時～
せんか。作品づくりで細筆の持ち方 【訓練内容】
や書き方の基本を楽しく学びます。
通常点検・消防操法・火災想定訓
【と き】 ８月 21 日㈰
練など
午前 10 時～ 11 時 30 分
※雨天時は、訓練内容などを変更し
【ところ】 史跡旧崇広堂 講堂
ます。
【対象者】 小・中学生
【問い合わせ】 消防本部消防救急課
【定 員】 20 人 ※先着順
☎ 24-9115 FAX 24-9111
【持ち物】 書道道具一式
※用紙は文化財課が用意します。
【講 師】 峠 美晴さん
「広報いが市」の点字版・録
【料 金】 100 円（参観料）
音版を発行しています
【申込方法】 電話
希望される場合はお問い合わ
【申込期間】
せください。
7 月 21 日㈭～８月 18 日㈭
【問い合わせ】 障がい福祉課
【申込先・問い合わせ】 文化財課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
☎ 47-1285 FAX 47-1290
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パブリックコメント

（ご意見）を 募集します

伊賀市債権管理条例
市の債権 *の管理の適正化を図
り、市民負担の公平性を確保し、
円滑な財政運営を行うため、債
権の管理に関し必要な事項を定
める「伊賀市債権管理条例」を
制定します。そこで、市民の皆
さんのご意見を募集します。
＊市の債権…市税・各種使用料な
どの金銭の支払いなどを求める
ことができる権利のこと
【募集内容】
伊賀市債権管理条例に関する
ご意見
【閲覧方法】
債権管理課・各支所振興課・
各地区市民センターにある資料
または市ホームページをご覧く
ださい。
【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。
※提出していただいたご意見は、
市の意見と併せて市のホーム
ページにて公表します。
※個別の回答はしません。また、
いただいた意見書などは返却
しません。
【応募期限】 ８月 15 日㈪
【提出先・問い合わせ】
〒 518 － 8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市財務部債権管理課
☎ 22-9675 FAX 22-9618
saiken@city.iga.lg.jp

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

募集

オオサンショウウオ観察会

市内の一部の河川には「生きた化
石」とも言われ、国の特別天然記念
物に指定されているオオサンショウ
ウオが生息しています。
自然の中でオオサンショウウオの
生態を観察しませんか。
【と き】 ８月 20 日㈯
午後５時 30 分～８時（受付：午
後５時～）
※荒天や河川増水の場合は中止
【ところ】 阿波地区市民センターと
周辺の服部川
【講 師】 三重県文化財保護指導委
員 清水 善吉さん
【対象者】 市内の小学生
【定 員】 20 人 ※先着順
※必ず保護者が同伴してください。
【準備物】
川に入る運動靴（スリッパ・長靴
は不可）、ヘッドライト（懐中電灯
も可）、長袖 ･ 長ズボン、タオル
【申込受付開始日】 ７月 21 日㈭
【申込先】
大山田公民館 ☎ 46-0130
【問い合わせ】 文化財課
☎ 47-1285 FAX 47-1290

募集

夏休み俳句教室

俳句の日にちなみ、小 ･ 中学生を
対象とした「夏休み俳句教室」を開
催します。みんなで俳句づくりに挑
戦しましょう。
【と き】 8 月 19 日㈮
午後 1 時～ 4 時
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階学習室２
※その後、まちなかを散策します。
【講 師】 芭蕉翁献詠俳句児童 ･ 生
徒の部選者
【定 員】 30 人 ※先着順
※小学校３年生以下は、保護者同伴
【持ち物】 筆記用具・飲み物・タオ
ル・帽子・雨具
【申込方法】 住所・氏名・学年・電
話番号を電話で伝えてください。
【申込期間】
7 月 16 日㈯～ 8 月 12 日㈮
【申込先・問い合わせ】
（公財）芭蕉翁顕彰会 ☎ 21-2219
【問い合わせ】 文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694

募集

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。
募集 ボランティア・ティーチャー
【と き】 ８月２日㈫
子どもの学びの意欲を一層高めて
午前 11 時～正午
いただく地域の人を募集します。
【ところ】
応募者は伊賀市教育研究センター
青山保健センター運動施設
の人材バンクに登録し、市内の幼稚 【対象者】
園、 小 中 学 校 の「 ボ ラ ン テ ィ ア・
産後３カ月～ 1 年までの母と子
ティーチャー」として活動していた 【内 容】 親子ヨーガ
だきます。
【定 員】 15 組 ※先着順
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人 【参加費】 500 円（施設入館料）
②職業としてその技を駆使している
※施設を初めて利用する人は、事前
に利用講習会を受講してください。
人（米作り・野菜作り・理容師・
当日も受講できます。
美容師など）
③ボランティア・NPO として活動 【持ち物】 運動できる服装・飲み物
【申込受付開始日】 ７月 19 日㈫
している人
④趣味やサークル活動を楽しんでい 【申込方法】 電話
詳しくはお問い合わせください。
る人（手芸・ゲートボール・将棋・
囲碁・菊作り・コーラス・各種楽 【申込先・問い合わせ】 青山保健セ
ンター ☎ 52-2280 FAX 52-2281
器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
文など）
４ページの答え
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
④『高台』
昆虫・植物・地層など）
高級手織り紐は全国生産の大
⑦科学に関心のある人（おもしろ科
半を占めています。
学実験など）
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
ドリル」
（上野商工会議所発行・伊賀
【応募先・問い合わせ】 教育研究セ
学検定実施委員会編集）から抜粋
ンター ☎／FAX 21-8839
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）７月 15 日号
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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

赤ちゃんの健診と相談（８月分）
健診・相談名

１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

健診・相談日

間

場

８月 ２日（火）
８月 23 日（火）
８月 25 日（木）
８月 ４日（木）

お知らせ

８月 10 日（水）
８月 16 日（火）

乳幼児相談

時

８月 17 日（水）
８月 22 日（月）

午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

所

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）

対象・内容など
身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
１歳９カ月頃、３歳児健診は３歳
９カ月頃までに通知します。母子
健康手帳をご持参ください。

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）
午前 10 時～ 11 時
伊賀市保健センター
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 （ハイトピア伊賀 ４階） 育児相談・栄養相談
※母子健康手帳をご持参ください。
午前 10 時～ 11 時
阿山保健福祉センター
【問い合わせ】
午前 10 時～ 11 時 30 分
大山田保健センター
健康推進課 ☎ 22-9653
午前 10 時～ 11 時
いがまち保健福祉センター いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
午前 10 時～ 11 時 30 分
青山子育て支援センター
青山保健センター ☎ 52-2280
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

子育て支援のための教室・遊び場の開放（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）
施設名

遊びの教室

遊び場の開放

催
し

①１日㈪・２日㈫・８日㈪・９日㈫・22 日㈪・23 日㈫・29 日㈪・
30 日㈫ ＊すべて午前 10 時～
曙保育園『すくすくらんど』
月～金曜日
【すくすくひろば】 誕生会・夏のあそびなど
曙保育園内
午前 10 時～午後 3 時
②３日㈬・５日㈮・24 日㈬・27 日㈯・31 日㈬
（上野徳居町 3272-2
＊すべて午前
10
時～・午後１時
30
分～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-7393）
【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※実費を徴収する場合があります。
ゆめが丘保育所
『おひさま広場』
月～金曜日
ゆめが丘保育所内
今月の教室はありません。
午前 10 時～午後 3 時
（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955）

募 集
子育て支援・無料相談

①８日㈪ 【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
②５日㈮（４～９カ月）・19 日㈮（10 カ月～１歳半）
【エンジェルサークル】 なつまつり
森川病院『エンジェル』
③ 26 日㈮ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
森川病院内
（上野忍町 2516-7
＊①～③：午後２時～
☎ 21-2425）④４日㈭・18 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
25 日㈭ （ハイハイ～ 12 カ月）
午後１時～ 【ベビーマッサージ】 ＊予約制（毎月１回まで）
①４日㈭ 午後２時 30 分～
【キラキラ０歳児サロン】 ママサロン「赤ちゃんの名前」
子育て包括支援センター
② 19 日㈮ 午後２時～ ＊予約制（８月５日㈮～）
ハイトピア伊賀４階
【キラキラ Baby】 ベビーヨガセラピー
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
③ 29 日㈪ 午前 10 時 30 分～ （小田地区市民センター）
【出前講座】 親子ふれあいあそび など
①４日㈭ 午前 10 時 30 分～
【おはなしひろば“わくわく”】（未就園児と保護者など）
いがまち子育て支援センター
いがまち保健福祉センター内 ② 29 日㈪ 午前 10 時 15 分～
（愛田 513 ☎ 45-1015）
【誕生会】 ８月生まれのおともだち
③５日㈮・12 日㈮・19 日㈮・26 日㈮ 【らぶらぶひろば】
島ヶ原子育て支援センター
30 日㈫ 午前 10 時～
島ヶ原地区市民センター併設
【わくわくひろば】 人形劇
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

あやま子育て支援センター

25 日㈭

午前 10 時 30 分～

阿山保健福祉センター内
【みんな集まれ！】 絵本を楽しもう !
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）

①８日㈪ 【おたのしみひろば】 ライトピアおおやまだであそぼう
② 26 日㈮ 【えほんのひろば】 読み聞かせ など
大山田保育園内
③ 31 日㈬ 【子育てひろば】 あかちゃん体操・ママ体操
（平田 7 ☎ 47-0088）
＊すべて午前 10 時～
①３日㈬ 【おはなし会】 絵本の読み聞かせ
青山子育て支援センター
②４日㈭ 【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳児）
さくら保育園併設
③ 18 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（２歳児以上）
（阿保 1152 ☎ 53-0711）
＊すべて午前 10 時 30 分～
14 日㈰・28 日㈰ 午前９時～午後３時
にんにんパーク
上野南公園管理棟内
【子育て相談】
【からだそだて事業】「にんにんタイム」
を親子で楽しもう
（ゆめが丘 7-13）※幼児用の忍者衣装を貸し出します。
（有料）
大山田子育て支援センター

※参加するときの持ち物などは事前に各支援センターへお問い合わせください。
【問い合わせ】 子育て包括支援センター（こども未来課内） ☎ 22-9665 ＦＡＸ 22-9666
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月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

月～金曜日、第３土曜日
午前 9 時～午後 5 時

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
―

８月の無料相談

伊賀市の人口・世帯数
（平成 28 年６月 30 日現在）
人口 94,165 人
（男）45,991 人（女）48,174 人
世帯数 39,724 世帯

市では、市民の皆さんの暮らしのいろいろな問題や悩みごとについ
て相談を行っています。 利用できるのは、市内在住・在勤・在学の人で、
相談はすべて無料です。秘密は固く守ります。どうぞ、お気軽にご利
用ください。

法律・行政・人権相談
相談名

相談日

時

間

８月 10 日（水） 13：00 ～ 16：00

法律相談（弁護士）
＊予約制

８月 23 日（火） 13：30 ～ 16：00

女性法律相談
＊予約制（初回の人優先）

８月 10 日（水） 13：00 ～ 16：00

８月 ５日（金）
行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困り ８月 10 日（水）
ごとについてお伺いします。
８月 25 日（木）
８月 ３日（水）
８月 ５日（金）
人権相談
＊ LGBT（性的少数者）の ８月 ８日（月）
相談（性同一性障害など） ８月 10 日（水）
もお受けします。
８月 18 日（木）

13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00
9：00 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00

月～金曜日（祝日除く） 8：30 ～ 17：15

場

所

問い合わせ

上野ふれあいプラザ３階ボラン 市民生活課（☎ 22-9638)
※受付開始（8/3 午前 8 時 30 分～）
ティア活動室
※先着 10 人
島ヶ原支所住民福祉課（☎ 59-2109)
※受付開始（8/16 午前 8 時 30 分～）
島ヶ原支所 2 階第 1 会議室
※先着 8 人
男女共同参画センター（人権政策・男女
共同参画課内）（☎ 22-9632)
ハイトピア伊賀 4 階相談室
※受付期間（7/25 ～ 8/5）
阿山支所住民福祉課（☎ 43-0333）
阿山多目的集会施設
市民生活課（☎ 22-9638）
市民生活課
※随時受付 ＊予約優先
島ヶ原支所住民福祉課（☎ 59-2109）
島ヶ原支所相談室
青山支所住民福祉課（☎ 52-3228）
青山福祉センター相談室
島ヶ原支所振興課（☎ 59-2053）
島ヶ原支所委員会室
阿山支所振興課（☎ 43-1543）
阿山多目的集会施設
青山支所振興課（☎ 52-1115）
青山福祉センター相談室
伊賀支所振興課（☎ 45-9108）
西柘植地区市民センター和室
人権政策・男女共同参画課（☎ 47-1286）
ハイトピア伊賀 4 階相談室３
津地方法務局伊賀支局
津地方法務局伊賀支局
（☎ 0570-003-110）

その他各種相談
相談名

相談日

時

間

場

所

問い合わせ

市民生活課 消費生活相談専用ダ
消費生活相談
イヤル（☎ 22-9626)
司法書士相談（登記・相続・
上野ふれあいプラザ３階ボランティ 市民生活課（☎ 22-9638)
※受付期間（7/27 ～ 8/23）
８月 25 日（木） 13：00 ～ 16：00
借金問題など）＊予約制
ア活動室
※先着 4 人
市民生活課（☎ 22-9638)
※受付期限（8/9）
交通事故相談＊予約制
８月 12 日（金） 13：00 ～ 15：00 ハイトピア伊賀 4 階相談室 1
※先着 4 人
月～金曜日（祝日除く） 9：00 ～ 16：00 市民生活課、各支所住民福祉課

社会保険出張相談（年金相談）
緑（園芸）の相談
外国人のための行政書士相談
＊予約制
こころの健康相談＊予約制
健康相談
高齢者の総合相談

８月 ３日（水）
10：00 ～ 15：00 ハイトピア伊賀３階
８月 19 日（金）
８月 ８日（月） 13：30 ～ 16：00 本庁舎玄関ロビー

８月 ４日（木） 13：00 ～ 16：00 市民生活課

月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15 こども発達支援センター

障がい者の総合相談

月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15

若者の就労相談＊予約優先

青少年相談
生活にお困りの方の相談

市民生活課（☎ 22-9702）
※先着４人

こども発達支援センター
（☎ 22-9627・ＦＡＸ 22-9666）

障がい者相談支援センター（福祉相 障がい者相談支援センター
（☎ 26-7725・ＦＡＸ 22-9674）
談調整課内）

８月 ４日（木） 13：30 ～ 14：00 木興町市民館

シルバー人材センター
（☎ 24-5800)

＊予約制
伊賀市シルバーワークプラザ（西明 シルバー人材センター
13：30 ～ 15：00
（☎ 24-5800)
８月 18 日（木）
寺 2782-92）
伊賀市社会福祉協議会（上野ふれあ いが若者サポートステーション
月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15
（☎ 22-0039)
いプラザ３階）

女性相談＊予約優先
月～金曜日（祝日除く） 9：00 ～ 16：00 こども未来課
家庭児童相談＊予約優先
母子・父子自立相談＊予約優先
ふれあい相談（教育相談）

都市計画課（☎ 43-2315）

伊賀保健所（☎ 24-8076）
８月 29 日（月） 14：00 ～ 17：00 三重県伊賀庁舎
青山保健センター（☎ 52-2280）
８月 24 日（水） 13：30 ～ 14：30 青山保健センター検診室
８月 26 日（金） 10：00 ～ 11：00 ハイトピア伊賀４階健康ステーション 健康推進課（☎ 22-9653）
地域包括支援センター
地域包括支援センター
中部（本庁舎 1 階）
中部（☎ 26-1521・ＦＡＸ 24-7511）
月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15
東部（いがまち保健福祉センター内）東部（☎ 45-1016・ＦＡＸ 45-1055）
南部（☎ 52-2715・ＦＡＸ 52-2281）
南部（青山保健センター内）

こどもの発達相談

高齢者の就業相談

上野商工会議所（☎ 21-0527）

こども未来課
（☎ 22-9609・ＦＡＸ 22-9646）

伊賀市教育研究センター
（☎ 21-8839）
月～金曜日（祝日除く） 9：00 ～ 16：00 青少年センター（上野ふれあいプラザ中３階）青少年センター（☎ 24-3251）
月～金曜日（祝日除く） ８：30 ～ 17：15 生 活 支 援 課
生活支援課（☎ 22-9650）
月～木曜日（祝日除く） 9：00 ～ 16：00 伊賀市教育研究センター
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