
今月の納税
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納期限内に納めましょう
固定資産税（３期）
国民健康保険税（６期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　12 月 26 日 （月）●納期限　12 月 26 日 （月）

給付金の申請はお済みですかお知
らせ
お知
らせ

～臨時福祉給付金、障害・遺族基礎
年金受給者向け給付金（年金生活者等
支援臨時福祉給付金）～
　市では、支給対象となる可能性の
ある人の世帯に、８月中旬、申請書
を郵送しています。
①臨時福祉給付金
【支給額】　3,000 円（１人当たり）
【対象者】　平成 28 年度分の住民税
が課税されていない人
②障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
　（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
【支給額】　30,000 円（１人当たり）
【対象者】　①の対象者のうち、高齢
者向け給付金を受給していない人で、
障害基礎年金・遺族基礎年金など
の平成 28 年５月分の受給がある人
【申請期限】
　①②いずれも２月15日㈬　※必着
※申請期限を過ぎると支給できませ
　んので、早めに申請してください。
　申請方法など、詳しくは広報いが
市８月 15 日号または市ホームペー
ジをご覧ください。
【申請先・問い合わせ】
　生活支援課（給付金受付窓口）
　☎ 22-9664　ＦＡＸ 22-9661

明るい選挙推進強調月間お知
らせ
お知
らせ

　12 月は、有権者に対して「明る
くきれいな選挙（三ない運動）」を
推進する「明るい選挙推進強調月間」
です。
　「三ない」とは、政治家の寄附に
ついて「贈らない・求めない・受け
取らない」ということであり、公職
選挙法の寄附禁止の規定による寄附
行為をしないようにしようという運
動です。

　公職選挙法では、冠婚葬祭などの
日常の付き合いとして一般に行われ
ている寄附であっても、政治家はこ
れを行うことができません。政治に
携わる人はもちろんのこと、有権者
一人ひとりが認識を深め、自覚する
ことが必要です。
　「三ない」をモットーに、公正か
つ適正な選挙に心がけましょう。
【問い合わせ】　伊賀市明るい選挙推
進協議会（選挙管理委員会内）
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440

～寄附行為とは～
○町内会の集会や旅行などの催し
　物へ寸志や飲食物の差し入れを
　する
○入学・卒業・就職・出産などの
　お祝いに金品を贈る
○花輪や供花を贈る
○地域の行事やスポーツ大会へ飲
　食物の差し入れをする　など

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　12 月 27 日㈫までの午前８時 30
分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】
　「『同対審』答申を読み解く」
　1965（昭和 40）年に同和対策審
議会答申が提出されてから半世紀が
経過しました。部落差別の解消が「国
民的課題」であり、「国の責務」であ
ると断言した答申を今改めて学び、
そこに込められたメッセージを読み
解くパネル展です。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

志摩市の「御
み け

食つ国
く に

年末海族市」に出店します
催し

　伊賀市では志摩市との交流事業に
取り組んでいます。
　その一環として、志摩市で年末に
行われる「御食つ国 年末海族市」に
出店し、伊賀市の物産などを販売す
ることで伊賀の魅力を発信します。
【と　き】
　12 月 23 日（金・祝）～ 25 日㈰
【ところ】
　波切漁港（志摩市大王町波切）
【問い合わせ】
　志摩市観光協会
　☎ 0599-46-0570
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　12 月 20 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。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

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミ
ュニティ助成事業を実施しています。
　上神戸地区自治会では、この宝く
じの助成金により、地域の活性化と
住民相互の連帯意識の向上を図るた
め、地域行事に使用するテント・机・
椅子などの備品を購入しました。
【問い合わせ】
　上野支所振興課
　☎ 22-9633
　ＦＡＸ 22-9694

【と　き】　12 月 11 日㈰ 
　午前 10 時～午後３時
※雨天決行・荒天中止
【ところ】
　伊賀市農村ふれあいセンター（予野
11440 番地の 2）とその周辺
【内　容】　有機農産物を中心とした
旬の食材、地域色豊かな食べ物・飲
み物や工芸品などを市場形式で販売
します。そのほか、ものづくり体験
や歌・踊りなども楽しめる催しです。
　詳しくは伊賀有機農業推進協議会
のホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　伊賀有機農業推進協議会
　（担当：伊藤）　☎ 080-2403-6142
　http://iyuukyo.jp/　
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

伊賀オーガニックフェスタ
2016

催し



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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いがまち人権パネル展催し

【と　き】　12 月６日㈫～ 22 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※９日㈮・16 日㈮は午後７時 30 分
　まで延長して開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「同和問題を解決するため
に歴史から学ぶこと」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

税理士相談会催し

　税金・会計のことでお悩みの人は
お気軽にご相談ください。
【と　き】　12 月 10 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　３階
※予約優先（１人 30 分程度）
【対象者】　伊賀地域に在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎ 51-0932（午前９時～午後４時）
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

男女一緒に気づいて広がる
発見講座

募集

　オーストラリアは、あふれる自然
やユニークな動物たちなど、魅力が
いっぱいで、さまざまな文化が交差
する国でもあります。
　そんな多様性の国であるオースト
ラリアの事例から、豊かな生き方を
男女一緒に考えましょう。
【と　き】　１月 18 日㈬
　午後 2 時～ 4 時
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階ミー
ティングルーム
【演　題】
　「オーストラリアの人の暮らし～男
女共同参画の視点から～」
【講　師】　西オーストラリア大学
　准教授　ローラ・デールズさん
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　60 人
【申込期限】　１月 16 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

普通救命講習会募集

【と　き】　１月 15 日㈰
　午前９時～正午（座学免除で実技
のみ受講の場合は午前 10 時～正午）
【ところ】
　消防本部（新庁舎）　３階研修室
【内　容】　心肺蘇生法（小児・乳児）
と AED の使用・異物除去法・止血
などの応急手当
※受講修了者には「普通救命講習修
　了証」を交付します。
※実技があるので、動きやすい服装
　で受講してください。
【対象者】　中学生以上で市内在住・
在勤・在学の人
※次のいずれかにあてはまる人は座
　学が免除となり、実技のみの受講
　ができます。
○平成 28 年 12 月 15 日以降に市
　ホームページで受講できる応急手
　当ウェブ講習を修了した人
○平成 28 年１月 15 日以降に救命
　入門コースを修了した人
【定　員】　30 人
【申込方法】　申込用紙に記入の上、
持参またはファックスでお申し込み
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。
※ファックスでの申し込みは事前に
　連絡してください。
【申込期間】
　12 月 12 日㈪～１月 10 日㈫
【申込先】
　消防救急課・各消防署・各分署
【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

伊賀地区駅伝競走大会募集

【と　き】
　１月 29 日㈰
◆開会式
　午前８時 20 分～
◆スタート
○男子の部
　午前 10 時～
○女子・中学男子・中学女子の部
　午前 10 時 10 分～
【コース】
　ゆめドームうえの北側道路（ス
タート・ゴール）～ゆめが丘～友生
地区周辺～三重県伊賀庁舎
※詳しくはお問い合わせいただくか
　市ホームページでご確認ください。
【区　間】
○男子の部
　６区間（23.0km）
○女子・中学男子・中学女子の部
　５区間（13.2km）
【チーム編成・参加資格】　
○男子の部
　監督１人、選手９人以内
　伊賀地区（伊賀市・名張市）に在住・
在勤・在学の人（中学生を除く。）
※１区・２区は、男子がいない場合は
　女子が参加できます。
※大学生・高校生は、１チーム２人
　まで参加できます。
○女子の部
　監督１人、選手８人以内
　伊賀地区に在住・在勤・在学の人

（中学生を除く。）
○中学男子・中学女子の部
　監督１人、選手８人以内
　伊賀地区の中学校に在籍の人
※申し込みは学校単位とします。
【参加料】（１チーム）
○男子の部：10,000 円
○女子の部：5,000 円
○中学男子・中学女子の部：
　3,000 円
【申込方法】
　スポーツ振興課にある申込書に参
加料を添えてお申し込みください。
申込書は市ホームページからもダウ
ンロードできます。
【申込期限】
　１月 11 日㈬　午後５時
※チーム関係車両（応援）のコース
　乗り入れと中継点付近への駐車は
　絶対にしないでください。
【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852

聞こえの体験講座募集

【と　き】　１月 21 日㈯
　午後 1 時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【内　容】
○午後１時～
　難聴者の体験談・難聴者が利用で
きる屋内信号灯や体温計などの紹介
○午後２時 45 分～
　講演：「補聴器のいろいろについて」
　講師：登録要約筆記者
　　　　伊倉　睦美さん
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期限】　１月 13 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662


