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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野天神祭に出されるダンジリ
の名称で、上野向島町のものは？
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   （答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

三重県最低賃金の改定お知
らせ
お知
らせ

　三重県の最低賃金は、25 円引き
上げられて、10 月１日から「時間
額 820 円」になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態

（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働く全ての労働者に適用
されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
場で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対応
して、中小企業支援のための業務改
善助成金制度や最低賃金ワンストッ
プ無料相談窓口（☎ 0120-311-266）
を設けていますので、ぜひご活用く
ださい。
【問い合わせ】　三重県労働局賃金室
　☎ 059-226-2108
【担当課】　商工労働課

山田診療所 休診お知
らせ
お知
らせ

　伊賀市国民健康保険山田診療所は
利用者の減少などによる運営方針の
見直しにより、11 月から休診します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解
いただきますようお願いします。
【問い合わせ】
　大山田支所住民福祉課
　☎ 47-1151　ＦＡＸ   46-1764

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
　（せ）（入）：11 月７日㈫　午後４時
◆参加申込期限
　（せ）（入）：11 月 21 日㈫　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

11 月は「労働保険適用
促進強化期間」です

お知
らせ
お知
らせ

　労働保険（「労災保険」と「雇用保
険」）は、政府が管理・運営している
強制的な保険であり、農林水産業の
一部を除き、労働者を１人でも雇っ
ている事業主は、事業主や労働者の
意思の有無にかかわりなく必ず加入
することが法律で定められています。
　三重労働局では、11 月を「労働保
険適用促進強化期間」と定め、“労働
保険の未手続事業場の一掃”を重点
項目に掲げ、（一社）全国労働保険事務
組合連合会三重支部と連携して、未
手続事業場を戸別訪問するなどによ
り、加入促進を図ります。
【問い合わせ】
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
　伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802　
　ハローワーク伊賀　☎ 21-3221
【担当課】　商工労働課

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※９月 20 日現在
○熊本地震災害　555,918 円
○東日本大震災　64,579,501 円
○平成29年7月5日からの大雨災害
　4,687 円
○2017 年南アジア水害
　220 円（９月７日から設置）
※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

　

● 10 月 29日（日）
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店
● 10 月 30日（月）
　午前 10時～ 11時 20分
　午後０時 30分～４時
　ハイトピア伊賀　１階ロビー

献血のご案内

初めての講師サポート事業
採択結果

お知
らせ
お知
らせ

　７月に募集した「初めての講師サ
ポート事業」に６件の申請がありま
した。審査の結果、全て採択になり
ましたので、11 月～平成 30 年３
月にハイトピア伊賀５階で各教室が
開催されます。
　教室について、詳しくは市ホーム
ページまたは各地区公民館に設置し
てある教室のチラシをご覧ください。
　採択事業名（仮称）は次のとおり
です。
①宇宙教室
②リラックスヨガ教室
③次世代型わびさび入門教室
④初心者向け知的財産権教室
⑤心と体をすっきりするつぼタッピ
　ング教室
⑥ひきしめ＆ストレッチ教室
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ   22-9692

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

期日前投票所の変更お知
らせ
お知
らせ

　従来、期日前投票所をハイトピア
伊賀に開設していましたが、10 月
22 日㈰執行の第 48 回衆議院議員総
選挙の期日前投票は、上野天神祭開
催に伴い次の場所で行っています。
【期日前投票所】
　旧消防本部　１階会議室
　（平野山之下 380 番地の５）
※上野を除く各支所管内の期日前投
　票所は従来どおりです。　　　　
【投票期間】　10月21日㈯までの午
前８時 30 分～午後８時
【問い合わせ】　選挙管理委員会
　☎ 22-9601　ＦＡＸ  24-2440



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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島ヶ原文化作品まつり
（展覧会）

催し

【と　き】　11 月２日㈭～４日㈯
　午前９時～午後５時
※４日㈯は午後３時まで
【ところ】　島ヶ原会館　ふれあいホー
ル・中会議室
【内　容】　島ヶ原地区の幼児から高
齢者までの作品（絵画・写真・書道・
俳句・手芸など）の展示
【問い合わせ】　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　
　ＦＡＸ 59-2574（島ヶ原会館）

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、１人で悩ま
ずにお話ししましょう。
【と　き】　11 月２日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　
　ハイトピア伊賀　４階ミーティン
グルーム
【対象者】
　がん患者・家族など
【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

消費税軽減税率制度等
説明会

催し

　伊賀地域の事業者を対象に、消費
税の軽減税率制度の概要や支援制度
に係る説明会を開催します。
【とき・ところ】
① 11 月７日㈫
　午後２時 30 分～４時
　名張市防災センター　２階防災研
修室（名張市鴻之台１番町２番地）
② 11 月８日㈬
　午後１時 30 分～３時
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
③ 11 月９日㈭
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
【問い合わせ】　上野税務署法人課税
部門　☎ 21-0950
　（平日午前８時 30 分～午後５時）
※自動音声案内に従って「2」を選
　択してください。
　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

忍びの里  伊
い

賀
が

産
もの

を味わう
２０１７ｉｎ浅草

催し

　伊賀の食材（伊賀牛・伊賀米・伊
賀産菜種油など）の販路開拓をめざ
して、東京の参加協力店 31 店舗で
伊賀産食材を使用した特別メニュー
を提供します。
【と　き】
　10 月 28 日㈯～ 11 月 12 日㈰
【ところ】　東京都台東区浅草地内
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313

おはなし会
「秋、みーつけた！」

催し

　秋にちなんだ絵本や紙しばいの読
み聞かせを行います。
【と　き】
　11 月３日（金・祝）　午後２時～
【ところ】
　上野図書館　2 階視聴覚室
【読み手】
　明日の伊賀市図書館を考える会
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

いがまち展覧会催し

【と　き】　10 月 28 日㈯・29 日㈰
　午前９時～午後４時 30 分
※ 29 日㈰は午後２時 30 分まで
【ところ】
　いがまち公民館・ふるさと会館い
が・西柘植地区市民センター
【内　容】
　絵画・写真・書道・川柳・俳句・
生け花・手芸などの展示、特産品な
どの即売、チャリティーバザーなど
【問い合わせ】　いがまち公民館
　☎ 45-9122　ＦＡＸ 45-9160

上野総合市民病院
市民公開講座

催し

～「おなかの病気と最新治療」の
おはなしです～

【と　き】　11 月 23 日（木・祝）
　午後１時 30 分～３時
　（受付：午後１時～）
【ところ】
　上野総合市民病院
　西館１階会議室
【内　容】
○第１部「がんを治す手術、がんの
　症状をとる手術」
　講師：副院長　田中　光司
○第２部「からだにやさしい腹腔鏡
　手術」
　講師：外科部長　横江　毅
○第３部「消化器外科病棟での看護
　師の役割」
　講師：看護師　奥澤　草妙
　「ストーマ造設患者への関わり」
　講師：看護師　林　千里
【問い合わせ】
　上野総合市民病院地域医療連携室　
　☎ 41-0061　ＦＡＸ 24-2268

第２回  結婚支援の取組
検討ワークショップ

募集

～結婚について一緒に考えませんか～
　「こんな結婚支
援があれば良いの
に！」　「現在の結
婚支援をもう少し

こうしてほしい！」など、伊賀市に
期待する結婚支援について楽しく話
し合ってもらうワークショップを開
催します。
【と　き】　11 月 18 日㈯
　午前 10 時～正午
【ところ】
　市役所本庁舎　２階第３会議室
【対象者】
　20 歳から 40 歳までの人
【定　員】　20 人
※申し込み多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・性別・年齢・電話番
号を電話・ファックス・E メールの
いずれかで申し込んでください。
【申込期限】
　11 月６日㈪
【申込先・問い合わせ】
　結婚支援検討取組ワークショップ
事務局（担当：松木・北中）
　☎ 080-9880-0388
　☎ 080-4613-5252
　ＦＡＸ 03-6730-9659
　　marriage_support@tohmatsu.
co.jp
【担当課】　こども未来課


