◆ 上野図書館から３月の図書館活用術のお知らせです

「本とマルシェで学ぶ野菜さん」
図書館活用術
図書館の本を使う楽しみを 1 月・２月・３月にかけ

て紹介しています。
３月は、図書館の駐輪場に野菜のミニマルシェがやっ
てきます。館内では、野菜に関連する本の紹介展示の
ほかに、野菜のことを知るための催しを行います。
催

し

と

き

本で学ぶ野菜のあれこれ 開館中

【問い合わせ】上野図書館
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999

図書館の本を片手に、野菜料理の計画を立てたり、
野菜について学んでみませんか。
【と き】 ３月５日㈰
午前 10 時 30 分～午後２時 30 分
【ところ】 上野図書館

ところ
館内

内容など
野菜関連の本の展示

農家さんのミニマルシェ

午前 10 時 30 分～
午後２時 30 分

地元野菜の販売

野菜の不思議
おもしろ体験コーナー

午前 10 時 30 分～
駐輪場
午後２時 30 分

１日に必要な野菜の量を測るなどして、野菜のことを
学びます。
レシピ＆クック：リスイタリア料理店
※限定 100 食

野菜シチューのふるまい 午前 11 時 30 分頃～
やさいのおはなし会

午前 10 時 30 分～
（30 分程度）

野菜ソムリエによるベジ
午後 1 時～２時
フル講座（事前申込制）

読み手：おはなしコットン・司書

○演題：
「知らないで食べる」から「知って食べる」へ
２階
○講師：中澤 真規さん
視聴覚室【定 員】 30 人
【申込受付開始日時】 ２月 18 日㈯ 午前９時～
【申込方法】 電話
【申込先】 上野図書館

◆ 伊賀市の公共交通について、ともに考えませんか

地域公共交通活性化再生協議会委員募集
市では、地域公共交通の基本計画として「伊賀市地
域公共交通網形成計画」を策定し、まちづくりの取り
組みと連携して、地域のニーズに合った持続可能な公
共交通ネットワークの構築に向け、取り組みを進めて
います。

この計画における施策の検討・協議や評価などにつ
いてご意見をいただける委員を募集します。
【募集人数】 ４人以内
【応募資格】

①市内在住で、平成 29 年４月１日現在、満 20 歳以
上の人

②市議会議員・市職員でない人
【開催回数】 年４回程度
※原則として平日の昼間２～３時間程度
【任 期】
４月１日～平成 31 年３月 31 日
【報

酬】 6,000 円／日

※市の規定に基づく。

【問い合わせ】交通政策課
☎ 22-9663 ＦＡＸ 22-9852

【応募方法】
作文「伊賀市における地域公共交通のあり方につい
て」として、住民・利用者の観点から 800 字以内（様
式は自由）にまとめ、住所・氏名（ふりがな）
・生年月
日・性別・電話番号を記入の上、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。
【選考方法】 作文審査
※性別・年齢など、委員の構成比率を考慮して決定し
ます。
※選考結果は応募者全員に通知します。
※受理した提出書類は返却しません。

【応募期限】 ３月 10 日㈮ ※必着
【応募先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市企画振興部交通政策課
koutsuu@city.iga.lg.jp
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耳マークをご存じですか

お知らせ
催
し

右のような緑色のマー
クを見かけたら「耳マー
ク」です。
聴覚に障がいがある人
は、外見からは分かりに ▲耳マーク
くいため、周りから誤解 （緑色）
を受けたり、危険にさらされたりする
など社会生活上で不安があります。
「耳マーク」は、
「聞こえない・聞
こえにくい」ことを示し、コミュニ
ケーションの配慮などの理解を求め
ていくため考案されたものです。
市では、窓口に「耳マーク」を掲
示し、希望に応じ、筆談などの方法
で応対をします。
◆電話お願い手帳
耳や言葉の不自由な人が外出先で
電話連絡などの必要があるとき、周
りの人に依頼するための手帳です。
※障がい福祉課と各支所住民福祉課
で配布しています。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9656 ＦＡＸ 22-9662

募 集

催し

第12回 初瀬街道まつり

子育て支援・無料相談

【と き】 ３月５日㈰
午前 10 時～午後３時
【ところ】 初瀬街道阿保宿周辺（青
山支所周辺）
※当日は歩行者天国となり、周辺の
道路が一部規制されます。
【内 容】 初瀬街道散策ウォーク・
駕籠かき体験・参宮講看板展（県指
定有形民俗文化財）や旧旅籠暖簾の
展示・獅子舞（街道練り歩き）・和
太鼓演奏・吹奏楽演奏・餅まき・屋
台飲食販売・園児による踊りなど
【問い合わせ】 初瀬街道まつり実行
委員会（阿保地区市民センター内）
☎ 52-2000 ＦＡＸ 52-2011
青山支所振興課
☎ 52-1112 ＦＡＸ 52-2174

催し

第21回 あやま芸能まつり

【と き】 ３月 12 日㈰
午前９時 30 分～
【ところ】 あやま文化センター さ
んさんホール
【内 容】 吹奏楽・日舞・大正琴・
詩吟など阿山公民館サークルなどが
出演します。
【問い合わせ】 阿山公民館
☎ 43-0154 ＦＡＸ 43-9019

5

お知
らせ

農家の皆さんへ
青色申告を始めましょう！

～３月 15 日㈬までに税務署への
申請が必要です～
青色申告は、自分の経営を客観的
につかむための重要なツールです。
税制上のメリットもありますので、
早速取り組んでみましょう。
なお、政府の農林水産業・地域の
活力創造本部で、青色申告を行って
いる農業者を対象とした収入保険制
度の導入が決定されました。
◆青色申告を始めるには
新たに青色申告を始めるには、個
人の場合、平成 29 年３月 15 日㈬
までに、最寄りの税務署に「青色申
告承認申請書」を提出する必要があ
ります。
この申請を行えば、平成 29 年分
の所得から、青色申告を行うことが
できます。（申告時期は平成 30 年
２～３月）
≪収入保険制度とは≫
品目の枠にとらわれず、自然
災害による収量減少だけでなく、
価格低下なども含めた収入減少
を補てんする仕組み
【対象者】 青色申告を行ってい
る農業者（個人・法人）
※５年以上の青色申告実績があり、
当年の収入が基準収入の９割を
下回った場合に、下回った額の
９割（支払率）を補てんします。
【問い合わせ】
東海農政局三重支局地方参事官室
☎ 059-228-3151

献血のご案内
●３月１日（水）
午前 10 時〜
11 時 20 分
午後０時 30 分〜
３時 30 分
ハイトピア伊賀

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

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
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春の全国火災予防運動

３月１日㈬から７日㈫までの１週
間、春の全国火災予防運動が行われ
ます。ストーブなどの火気をともな
う暖房器具を使用することに加え
て、空気が乾燥して火災が発生しや
すい季節です。
火の取り扱いには十分に注意しま
しょう。
【問い合わせ】 消防本部予防課
☎ 24-9105 ＦＡＸ 24-9111
お知
らせ

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】 ※１月 20 日現在
○熊本地震災害 541,974 円
○東日本大震災 64,525,380 円
○イタリア中部地震 1,959 円
○台風 10 号等災害 8,778 円
○鳥取県中部地震災害 973 円
○新潟県糸魚川市大規模火災
221 円 (12 月 28 日～）
○ハイチハリケーン 1,700 円
※イタリア中部地震の義援金受付は
11 月 30 日で終了しました。
※ハイチハリケーンの義援金受付は
12 月 28 日で終了しました。
※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
元禄２年、芭蕉翁が「奥の細道」
の旅を終え、伊勢神宮を参拝し、
郷里伊賀へ帰る途中、長野峠で
詠まれた句は？
①からかさに押しわけみたる柳
かな ②枯芝ややゝかげろふの
一二寸 ③初しぐれ猿も小蓑を
ほしげ也 ④草いろいろおのお
の花の手柄かな
（答えは６ページ）

