年末年始
のお知らせ

市では一部の施設を除き︑ 月 日㈮から１月３日㈬まで閉庁します︒

■歯科診療

■二次救急実施病院

日㈯

日㈮

︻診療時間︼ 午前８時 分〜翌
日午前８時 分
※岡波総合病院は午前９時〜翌
日午前８時 分
月

月

日㈰

上野総合
上野総合
名張市立
名張市立
岡波

⇒

■ 市内コミュニティバス・

行政バスの運行

上野コミュニティバス
﹁しらさぎ﹂
月 日㈯〜１月４日㈭
土・日・祝日ダイヤで運行
比自岐コスモス号
いがまち行政サービス巡回車
島ヶ原行政サービス巡回車
阿山行政サービス巡回車
大山田行政サービス巡回車
月 日㈮〜１月３日㈬
運休
青山行政バス
月 日㈮〜 日㈰
土曜ダイヤで運行
〜３日㈬
１月１日︵月・祝︶
運休
※ 青 山 中 学 校 休 校 日︵ 月 日
㈰〜１月７日㈰︶
に運休となる
便があります︒詳しくは時刻
表をご確認ください︒
︻問い合わせ︼

⇒

月 日㈮〜１月３日㈬ 休診

︻問い合わせ︼ 保険年金課

☎ ・９６５９ ℻ ・０１５１

⇒

交通政策課
☎ ・９６６３
℻ ・９８５２

⇒

■上野図書館・各図書室

月 日㈭〜１月４日㈭ 休館

︻問い合わせ︼
上野図書館

☎ ・６８６８ ℻ ・８９９９

各図書室

■住民票の写し・
印鑑登録証明書などの
コンビニ交付

⇒

月 日㈮〜１月３日㈬ 休止

︻問い合わせ︼ 住民課

⇒

阿波診療所・霧生診療所

■国民健康保険診療所

１月３日㈬

１月２日㈫

１月１日︵ 月・祝︶ 岡波

月

45

45

☎ ・９６４５ ℻ ・９６４３

三重交通㈱伊賀営業所

☎ ・３７１５

各支所振興課︵上野
支所を除く︒︶

24

ご理解とご協力をお願いします︒

■伊賀市応急診療所

峰歯科・矯正歯科クリニック
上野西大手町３５９８番地
☎ ・１６１６
※事前に電話で確認し︑健康保
険証などを持参してください︒
※ １ 月 １ 日︵ 月・祝︶
は診療を行いま
せんので︑救急医療情報 セン
ター︵☎０５９・２２９・１１９９︶

へお問い合わせください︒
︻問い合わせ︼
医療福祉政策課
☎ ・９７０５
℻ ・９６７３

12

14

︻診療時間︼
午前９時〜
午後５時
◆ 月 日㈯
ふくち歯科クリニック
ゆめが丘２丁目 番地の
☎ ・２１３４
◆ 月 日㈰ 藤田歯科
緑ケ丘中町１５４７番地の
☎ ・６６７７
◆１月２日㈫ まついけ歯科
四十九町２１１５番地の３
☎ ・０１１８
◆１月３日㈬
20

︻所在地︼
上野桑町１６１５番地
︻診療科目︼ 小児科・一般診療
︻診療時間︼
◆ 月 日㈮
午後８時〜 時
◆ 月 日㈯〜１月３日㈬
午前９時〜正午
午後２時〜５時
午後８時〜 時
※受付時間は︑診察終了時刻の
分前までです︒
※ 健康保険証・各種受給者証・服
用中の薬の内容がわかるもの
などを持参してください︒
※年末年始の診療は︑大変混み
合い︑待ち時間が長くなるこ

・９９９０

とが予想されます︒
︻問い合わせ︼
伊賀市応急診療所
☎

▼伊賀市救急・健康相談ダイヤル

☎０１２０・４１９９・２２
医師・看護師などが 時間年
中無休体制で︑救急医療や応急処
置などに関する相談に応じます︒
※通話料・相談料は無料です︒

⇒

広報
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◆ 12 月 15 日㈮現在の診療表です

上野総合市民病院の外来診療表
【受付時間】 午前８時 30 分～ 11 時 30 分
【診察時間】 午前９時～正午
診療科
初診
再診

内

科

※臨時に休診になる場合や診療表を変更する場合があ
りますので、事前にご確認ください。

）内に記載

※ご不明な点はお問い合わせください。

月曜日
総合診療科
三木 誓雄
北原 義介
内科・糖尿病内科
三小田 宏治

火曜日
総合診療科・
大腸肛門病センター
三木 誓雄

呼吸器外来
五十嵐 知之

呼吸器外来
寺本 晃治

炎症性腸疾患外来
安藤 朗
※第 2 週

糖尿内科
浜島

栗原

眞行

水曜日
北原

義介

栗原

眞行

信之

腎臓外来
清水 浩一
(13:00 ～ 15:30)
循環器内科

消化器・
肝臓内科

宮田

和明

八木

典章

八尾

隆治

加藤

孝太

青野 祐樹
＊診察 10:00 ～ 12:00

腫瘍内科

岩田

椹木 一仁

崇

神経内科
三枝

晋

再診

横江

毅

専門外来

肝胆膵疾患外来
櫻井 洋至

外科

泌尿器科

皮膚科
眼

科

椹木

一仁
基幹

義介

総合診療科で対応

田中

光司

横江
原

毅
文佑

１診
２診
３診

佐藤

田中

昌良

基幹

澤山 裕一
ペースメーカー外来
宮田 和明【予約制】
（13:00 ～ 15:00）
※第３週

山本

孝

八尾

隆治

加藤

孝太

斉藤

康晴

青野

祐樹

岩田 崇
緩和ケア外来【予約制】
（9:00 ～ 12:00）
※交代制
北原 義介

奥川

喜永

北原

義介

総合診療科で対応

田中

光司

千賀

雅之

岩田

崇

三枝

晋

新谷

健

心臓血管外来
小児外科外来
内田 恵一 ※第４週
榎本 匡秀
＊診察 13:00 ～ 16:00 ＊診察 10:00 ～ 12:00

佐藤

昌良

池村 重人
午後：ギプス外来

婦人科
耳鼻咽喉科

関西医科大学医師
※交代制

中澤 拓也 ※第１週
設楽 智史
三浦 洋一【予約制】●
※第２・４・５週 （10:30 ～ 12:30）
野崎 和彦 ※第３週

脳神経外科
整形外科
（8:30～
11:00)

和明

田中
北原

初診

宮田

木曜日
金曜日
総合診療科・
内科・糖尿病内科
大腸肛門病センター
三小田 宏治
三木 誓雄
内科・糖尿病内科
総合診療科
三小田 宏治
三木 誓雄【予約制】
もの忘れ外来 ◎
胸部外科外来 ◎ ●
新保 秀人【予約制】 赤津 裕康【予約制】
（15:00 ～ 16:30） (14:00 ～ 16:00)
がんトータルサポート
予防接種外来
ケア外来【予約制】
北原 義介【予約制】
三木 誓雄・三枝 晋
(14:00 ～ 15:00)
（14:00 ～ 16:00）

初診

※交代制

神田 英輝
三重大学医師
※交代制、第 1・3・5 週
田畑 務 ※第２・４週

新谷 健
＊診察 10:00 ～ 11:30

池村

重人

田中

基幹

竹内 万彦
（8:30 ～ 11:00）
山本 晋也
（13:00 ～ 15:30）
一尾 享史
（8:30 ～ 11:00）
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◎ 印は、不定期（月２回）ですので事前にご確認ください。 ● 印は、医療機関からの紹介状が必要です。

※受付時間が異なる場合は（

【問い合わせ】上野総合市民病院医療事務課
☎ 24-1111 ＦＡＸ 24-2268

平成

募 集

日㈮

※必着

43

して、門戸を広く開いているか。
※③④は、過去に伊賀市が実施した類
似の機械などの購入助成事業による
ものを言います。

③団体設立後の交付実績
団体設立後当事業の交付を受けて
お ら ず、 活 動 支 援 を 特 に 必 要 と し て
いるか。
④過去５年間の交付実績
近 年（ 過 去 ５ 年 間 ） の 交 付 実 績 が
ない（少ない）団体の申請か。
⑤積極性
市 や 地 域 が 実 施 す る 事 業・ イ ベ ン
トなどに対して積極的に参加してい
るか、または参加する意思があるか。
⑥開放性
当該団体に加入を希望する者に対

43

︻交付団体の決定︼
交付団体の決定は、翌年度の予算
案が伊賀市議会で可決後、予算の範
囲内で決定し、文書
で通知します。

子育て支援・無料相談

動 を 行 っ て い る か、 ま た は 行 お う と
しているか。

るか。
②公益的活動
集 落 環 境・ 機 能 の 維 持 に 資 す る 活

①営農活動
適切な組織運営や営農活動を行っ
て い る か、 ま た は 行 う こ と が 見 込 め

︻審査方法︼
次 の 項 目 に つ い て 書 類 審 査・ 選 考
を 行 い、 申 請 者 に は 年 度 内 に 結 果 を
通知します。

︻申請期間︼
１月４日㈭～２月

各支所振興課（上野支所を除く。
）に
あります。また、市ホームページか
らもダウンロードできます。

︻申請方法︼
申請書に必要書類を添えて農林振
興 課・ 各 支 所 振 興 課（ 上 野 支 所 を 除
く。）へ提出してください。
※詳しくは募集要項をご覧ください。
※申請書と募集要項は、農林振興課・

︻申請先・問い合わせ︼農林振興課 ☎ ・２３０２ FAX ・２３１３

年度集落営農支援事業補助金 の
対象事業 を募集 します

﹁集落営農﹂とは、農業経営や地域
社会が抱える問題を地域住民が話し
合 い、 知 恵 を 出 し 合 っ て 解 決 す る こ
とで、人々が張り合いを持って働き、
いきいきと住み続けることができる
共同活動のことをいいます。
市ではこのような取り組みを行う
団体を支援します。

年３月末日までに実施する事業に限ります︒

催 し

16

◆補助事業の内容
︽補助事業などの内容︾
集落営農の推進に必要な経費
①農業用機械機具購入費助成
②施設の新築・改修費助成
︽補助金の額または交付率︾
事業費の ％以内
※補助事業などの交付額は①の場合

万円で千円未満は切り捨てます。

は上限１００万円、②の場合は上
限２００万円、下限は①②ともに

20

︽補助対象団体︾ 次の要件をすべて
満たす団体が対象です。
○集落営農活動を行うとともに、集
落環境と機能の維持につながる活
動を行おうとする団体・組織
○営農拠点が市内にあり、営農が市
内で行われている団体・組織
○集落内の合意によって組織し、営

年４月から平成

お知らせ

広報いが市 2017 年（平成 29 年）12 月 15 日号
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農活動を継続することができると
見込まれる団体・組織
○定款・規約などの定めがあり公正
な運営が見込まれる団体・組織
＊平成

31

20

30
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30

…

森川
岩田
福田
生中
中岡
北出
永岡
細矢
柳生
吉住

組合 議 会
議 長 ＊福田 博行 ︵名張市︶
議員のご紹介 副議長 空森 栄幸 ︵伊賀市︶
監査委員＊幸松 孝太郎︵名張市︶
伊賀市・名張市広域 議 員
嶋岡 壯吉 ︵伊賀市︶
行 政 事 務 組 合 議 会 は︑
︵伊賀市︶
徹
両市の市議会から選任
佐俊 ︵伊賀市︶
された伊賀市８人︑名
香織 ︵伊賀市︶
張市６人の議員により
正嗣 ︵伊賀市︶
構成されています︒
久徳 ︵伊賀市︶
忠良 ︵伊賀市︶
敬称略・順不同
︵名張市︶
禎
＊は新たに就任され
一宏 ︵名張市︶
た議員
大輔 ︵名張市︶
美智子︵名張市︶

◆ 議会報告

11 月 13 日㈪に平成 29 年第３回伊賀市・名張市広域
行政事務組合議会（定例会）を開催しました。この議会
には、次の４議案と報告事項１件を上程しました。
議案番号

件

名

結 果

平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政
議案第12号 事務組合一般会計歳入歳出決算の認定 認 定
について
平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政
議案第13号 事務組合伊賀食肉センター特別会計歳 認 定
入歳出決算の認定について
平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政
議案第14号 事務組合農業共済事業特別会計決算の 認 定
認定について
議案第15号 監査委員の選任について

同 意

平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政
報告第２号 事務組合公営企業会計の資金不足比率
の報告について

ー

◆平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政事務組合歳入歳出決算について

平成 28 年度伊賀市・名張市広域行政事務組合歳入出決算が、平成 29 年第３回組合議会（定例会）で認定さ
れましたので、概要についてお知らせします。
【一般会計】
歳入：21,731,677 円
○分担金及び負担金（伊賀市・名張市からの収入）
……………………11,266,000 円
○財産収入（基金運用利子）……………9,189,448 円
○その他収入（繰越金及び使用料）……1,276,229 円
歳出：21,023,653 円
○議会費（組合議会開催経費など）………330,190 円
○総務費（広域行政圏振興整備事業費など）
……………………20,693,463 円
歳入歳出差引残額：708,024 円

【伊賀食肉センター特別会計】
歳入：55,204,357 円
○分担金及び負担金（伊賀市・名張市からの収入）

…………………36,322,000 円

○使用料及び手数料（食肉センター使用料）
…………………13,968,240 円
○その他収入（財産運用収入及び繰越金など）
……………………4,914,117 円

歳出：54,539,840 円
総務費（一般管理経費など）………54,539,840 円
歳入歳出差引残額：664,517 円

【農業共済事業特別会計】
収

入

支

出

差引残額

農作物共済勘定

13,909,718 円 13,909,718 円

０円

家畜共済勘定

55,191,979 円 54,343,686 円

848,293 円

畑作物共済勘定

3,995,369 円

3,983,087 円

12,282 円

園芸施設共済勘定

2,161,239 円

1,527,697 円

633,542 円

113,358,302 円 113,358,302 円

0円

業務勘定

収入合計：188,616,607 円
支出合計：187,122,490 円
差引純利益：1,494,117 円
※共済事業で生じた利益は法定・特別
積立金へそれぞれ積み立てます。

【問い合わせ】 伊賀市・名張市広域行政事務組合 〒 518-1395 伊賀市馬場 1128 番地
☎ 43-9088 FAX 43-0041
iga-7@e-net.or.jp http://www.e-net.or.jp/user/iga-7/
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◆ 289 回目の命日を迎えます

し の

土芳忌・土芳を偲ぶ俳句会

【問い合わせ】文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694

松尾芭蕉の伊賀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、法要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 289 回忌 土芳忌
【と き】 １月 18 日㈭

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と き】 １月 18 日㈭

お知らせ

○墓前法要：午前 10 時 30 分～ 11 時
○講話：午前 11 時～ 11 時 30 分
【ところ】 西蓮寺（長田）

※送迎バス（上野公園入口ロータリー～西蓮寺～上野
ふれあいプラザ）は事前に申し込みが必要です。
【講 師】
（公財）芭蕉翁顕彰会 学芸員 増田 雄さん
【申込先】 （公財）芭蕉翁顕彰会（芭蕉翁記念館内）
☎ 21-2219

午後１時 45 分～４時

【ところ】 上野ふれあいプラザ ３階中会議室
【選 者】 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
投句時間：午後０時 30 分～１時 15 分
投句場所：上野ふれあいプラザ

３階中会議室

※希望者には後日句集を送付します。（複写料・送料
の一部として 100 円を徴収します。）

催 し

◆ みんなで伊賀上野 NINJAフェスタ2018 を盛り上げよう

NINJA フェスタボランティアスタッフ募集
募 集

伊賀上野 NINJA フェスタ 2018 のイベントのお手
伝いをしていただけるボランティアスタッフを募集し
ます。皆さんも楽しみながら参加してみませんか。
【期間・内容】
○イベントボランティア：忍者道場でのゲーム進行や
受付など
４月７日㈯～５月６日㈰

子育て支援・無料相談

○忍者衣装着付けボランティア：忍者衣装着用の手伝い
４月 21 日㈯～５月６日㈰

※全日とも午前９時 30 分～午後４時 30 分の土・日曜
日・祝日の内、１日単位で参加希望日を事前に登録
※特に５月３日（木・祝）～６日㈰のゴールデンウイーク
期間は観光客が多いため、ご協力をお願いします。

◆協賛イベントの募集

伊賀上野 NINJA フェスタ 2018 の趣旨に合い、伊

賀上野 NINJA フェスタ開催期間中（４月７日㈯～５
月６日㈰）に実施する、
「忍者」をテーマにした協賛

イベントを募集します。
【申込方法】 観光戦略課にある申込書に必要事項を記
入の上、申し込んでください。申込書は市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
【申込先・問い合わせ】 〒 518-0869

【ところ】 各イベント会場（市街地）
【対象者】
16 歳以上で、責任を持って来ていただける人
※高校生も応募できますが、保護者の同意を得られた
場合に限ります。
【申込方法】 参加希望日（現時点で決まっていなくて
も結構です。）・氏名・年齢・住所・電話番号を記入の
上（様式自由）、はがき・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】 ２月 28 日㈬

※昼食は各自でご用意ください。
※ NINJA フェスタ開催前に説明会があります。
※詳細は改めてご本人に連絡します。

【企画の採択】 応募された企画内容が本事業の趣旨・

目的に合うもの（
「伊賀流忍者を盛り上げる」
「中心市街
地への誘客を図る」など）かを実行委員会で審査します。
採択された事業のうち、必要と認められた場合は予
算の範囲内で適正な経費を助成します。ただし、事業収

入があるなどの理由で助成できない場合があります。
【申込期限】 １月 22 日㈪

伊賀市上野中町 2976 番地の１

伊賀上野 NINJA フェスタ実行委員会事務局（観光戦略課内）
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【問い合わせ】 観光戦略課
☎ 22-9670 ＦＡＸ 22-9695

広報いが市 2017 年（平成 29 年）12 月 15 日号

上野ふれあいプラザ

kankou@city.iga.lg.jp

２階

パブリックコメント
（ご意見）
募集

第３次伊賀市同和施策推進計画（中間案）

「伊賀市同和施策推進計画」は、部落差別を解消し、
明るく住みよい共生社会を実現するための計画です。

このたび、平成 30 年度からの第３次計画中間案が
まとまりましたので、市民の皆さんのご意見を募集し
ます。
【募集内容】 第３次伊賀市同和施策推進計画（中間案）
に対するご意見
【閲覧方法】

⑤各隣保館
⑥各地区市民センター

【提出方法】
住所・氏名・電話番号・件名・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。
※提出いただいたご意見・ご提案は計画策定の検討資
料とし、市ホームページで公表します。

①市ホームページ
②本庁舎玄関受付
③同和課（大山田農村環境改善センター１階）

※個別の回答はしません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【提出期限】

【提出先・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
伊賀市人権生活環境部同和課

☎ 47-1287 ℻ 47-1288
douwa@city.iga.lg.jp
※持参の場合は各支所振興課でも受け付けます。

④各支所振興課

１月 15 日㈪

◆ 住宅をお探しの皆さんへ

市営住宅の入居者募集
【募集戸数】
荒木団地：２戸（内１戸は優先入居）
上之庄団地：１戸
木根団地：１戸
河合団地：３戸（子育て支援世帯）
※単身での入居はできません。

※優先入居の対象世帯は、母子世帯・老人世帯（おお
むね 60 歳以上）・心身障がい者世帯・生活保護世
帯です。入居を希望する人は証明書などを添付して
ください。
※子育て支援世帯とは、０歳から義務教育終了までの
子どもと同居し、養育している世帯です。

【入居資格】
①市内在住または在勤であること（外国籍の人は国内
に 2 年以上継続して居住していること）
②同居人も含めて市税などを滞納していないこと（過
去に市営住宅に入居していた場合は家賃 ･ 駐車場使
用料 ･ 共益費などの滞納がなかったこと）

③現在、住宅に困窮していることが明らかであること
④同居しようとする親族（婚約者を含む。）がいること
⑤公営住宅法に定める所得基準に適合していること

※必着

【問い合わせ】建築住宅課
☎ 43-2330 ℻ 43-2332
⑥独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入があり、
市税の滞納がない連帯保証人が 2 人いること（連帯
保証人のうち 1 人は市内在住または在勤であること）
⑦暴力団員でないこと
【申込方法】
建築住宅課・本庁舎玄関受付・各支所振興課（上野・
阿山支所を除く。）にある申込用紙に必要事項を記入・
押印の上、郵送または持参で提出してください。
【申込期間】

１月 15 日㈪〜 22 日㈪ 午前９時〜午後５時
※土 ･ 日曜日を除く。
※郵送の場合は１月 22 日㈪必着
【申込先】 〒 518-1395 伊賀市馬場 1128 番地

伊賀市建設部建築住宅課
※持参の場合は、本庁舎玄関受付・各支所振興課（上
野・阿山支所を除く。）でも受け付けます。

◆公開抽選会

【と き】 ３月１日㈭ 午前９時 30 分〜
【ところ】 阿山保健福祉センター １階ホール
※抽選開始時間に不在の場合は失格になります。
広報いが市 2017 年
（平成 29 年）12 月 15 日号
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お知らせ拡大版

◆ 今年も力作がそろいました

環境ポスター入賞作品
夏休み期間中、市内の小・中学生に環境保全啓発ポ
スターを募集したところ、小学生 89 点、中学生 131
点の応募がありました。
その中から選考会で選ばれた優秀作品の応募者に対
し、11 月 16 日㈭にハイトピア伊賀で表彰式を行い

お知らせ

ました。
各賞の入選者は次のとおりです。（敬称略）
※優秀作品は今後啓発活動に利用します。

【小学生の部】
市長賞 青山小学校６年 川口 凌輝
教育長賞 上野東小学校６年 難波 亮太郎

催 し

環境保全市民会議賞
友生小学校１年 若園 航佑
優秀賞
上野西小学校６年 栢本 歩花
島ヶ原小学校１年 松森 光俐
上野東小学校３年 山本 旺芽

お知
らせ

募 集

城之越遺跡の
冬期臨時休園日

子育て支援・無料相談

露出展示している大溝遺構が凍結
により破損・劣化するのを防止する
ため、シートで保護します。
このため、次の期間に臨時休園日
を設けます。
大溝見学を希望される皆さんには
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解をお願いします。
【臨時休園日】
12 月 20 日 ㈬ 〜 ３ 月 20 日 ㈫ の
毎週月・水・木曜日
【休園日】
毎週火曜日・年末年始 (12 月 29
日〜１月３日 )
※期間中の毎週金〜日曜日は無料で
入園できます。
【問い合わせ】
文化財課
☎ 47-1285
℻ 47-1290
（公財）伊賀市文化
都市協会
☎ 22-0511
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【問い合わせ】環境政策課
☎ 20-9105 ℻ 20-9107

【中学生の部】
市長賞 上野南中学校１年

優秀賞
緑ケ丘中学校１年
上野南中学校２年
柘植中学校１年

【小学生の部】
市長賞 川口

お知
らせ

入札参加資格審査申請の
更新手続き

三重県と各市町で行っている共同
受付の入札参加資格の有効期限が平
成 30 年５月 31 日で終了します。
平成 30 〜 33 年度の新規・更新
登録を次のとおり受け付けます。
【対 象】
建設工事、測量・建設コンサルタ
ントなど
【受付期間】
１月５日㈮〜２月５日㈪
※詳しくは、お問い合わせいただく
か、三重県ホームページ（http://
www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/
HP/index.shtm）または市ホーム
ページをご覧ください。
【提出先・問い合わせ】
〒 514-0002
津市島崎町５６番地
（公財）三重県建設技術センター
☎ 059-253-1310
℻ 059-253-1319
【問い合わせ】
契約監理課
☎ 22-9810 ℻ 22-9837

広報いが市 2017 年（平成 29 年）12 月 15 日号

竹永

早那

教育長賞 緑ケ丘中学校３年 太田
環境保全市民会議賞
緑ケ丘中学校１年 堀川 諒人
永崎
福壽

片岡

凌輝

愛彩

瑠七
文菜

裕登

【中学生の部】
市長賞 竹永

お薬手帳を1 冊に
まとめましょう

早那

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心
複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。
【問い合わせ】 医療福祉政策課
☎ 22-9705 ℻ 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
旧青山町種生には吉田兼好の終
焉の地といわれる兼好塚がありま
す。そこを訪ねて「月添てかなし
さこほる萩すすき」の句を詠んだ
のは？
①松尾芭蕉 ②服部土芳 ③本居
宣長 ④高浜虚子
（答えは 10 ページ）

※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。

催し

お知
らせ

戌の春展

新春恒例の干支展
を開催します。
皆さんから寄せら
れた作品のほか、昭
和 33 年、平成 18 年
の絵馬、サークルの干支にちなんだ
作品を展示します。
【と き】
１月 12 日㈮～ 15 日㈪
午前 10 時～午後４時
※期間中、毎日先着 10 人にミニ絵
馬をプレゼントします。
【ところ】
ハイトピア伊賀 ５階学習室１・２
例年は１月４日～７日に開催し
ていますが、日程を変更してい
ます。ご了承ください。
【問い合わせ】
上野公民館
☎ 22-9637

催し

コミュニティ助成事業

（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、受
託事業収入を財源にコミュニティ助
成事業を実施しています。
この宝くじの助成金により、地域
コミュニティ活動の活性化を図るた
め、東湯舟区では、キャリングアン
プ・防滴スピーカー・スピーカース
タンド・有線マイク・ワイヤレスア
ンテナ・ワイヤレスマイクなどの放
送設備を東湯舟コミュニティセン
ターに設置しました。
また、PE スライダー・サーキュ
ラーキャッスルジムなどの遊具施設
やエコベンチを東湯舟多目的広場に
設置しました。
今後は、地域住民の集う場、憩い
の場として活用し、さらなるコミュ
ニティ活動の促進を図ります。

ＦＡＸ 22-9692

消防出初式

【と き】
１月７日㈰
午前９時～正午
※雨天決行
【ところ】
三重県立ゆめドームうえの 第１
競技場・ゆめぽりすセンター前駐車場
【内 容】
○通常点検
○表彰・車両パレード
○幼年消防クラブ員による防火の誓い
（演技披露） など
【問い合わせ】
消防救急課
☎ 24-9115
ＦＡＸ 24-9111

【問い合わせ】
阿山支所振興課
☎ 43-1543 ＦＡＸ 43-1679

「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

広報いが市PDF版

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

２次元コード

【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

公売

○せり売り方式
⇒
（せ）
○入札方式⇒
（入）

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
（入）
：１月９日㈫ 午後４時
○（せ）
◆参加申込期限
（入）
：１月 23 日㈫ 午後 11 時
○（せ）
※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
お知
らせ

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】
※ 11 月 20 日現在
○熊本地震災害 566,268 円
○東日本大震災 64,581,243 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
5,073 円
○平成 29 年台風 18 号災害
326 円
○平成 29 年台風 21 号三重県災害
964 円
○バングラデシュ南部避難民
184 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する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

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」
市政の情報をお伝えします。
ケーブルテレビ 17 チャンネ
ル（青山は 204 チャンネル）・
地上デジタル放送 121 チャン
ネルで放送中。
行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
２次元コード

▲

▲

２次元コード

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

※携帯電話のバーコードリー
ダー機能で読み込んでア
クセスできます。

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。

インターネット
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お知らせ拡大版

募集

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

天正伊賀の乱史跡めぐり
ウォーク（第２弾）

お知らせ
催 し
募 集
子育て支援・無料相談

天正伊賀の乱の史跡を中心に、地
域の魅力的な場所を全３回にわたり
散策し、天正伊賀の乱や地域の歴史
をたどります。
【と き】
１月 28 日㈰
午前９時 10 分～午後０時 15 分
（受付：午前８時 30 分～）
※少雨決行
【集合場所】
伊賀鉄道上野市駅
【内 容】
平楽寺跡・比自山城跡・常住寺・
西蓮寺をめぐります。（距離約８km）
【料 金】
500 円
※当日お支払いください。
【持ち物】 飲み物
【定 員】 50 人
※応募多数の場合は抽選とし、結果
は連絡します。
【申込方法】
参加者の住所・氏名（ふりがな）
・
生年月日・当日連絡が取れる電話番
号を、郵送・ファックス・E メール
のいずれかでお伝えください。
【申込期間】
12 月 25 日㈪～１月９日㈫
※必着
【申込先・問い合わせ】
〒 518-8533
伊賀市四十九町 2802 番地
県と市町の地域づくり連携・協働
協議会（地域会議）検討会議事務局
（三重県伊賀地域防災総合事務所内）
☎ 24-8003 ＦＡＸ 24-8010
gchiiki@pref.mie.jp
【担当課】 観光戦略課

「あんしん・防災ねっと」

携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。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
リーダー機能で読み込
んで登録できます。
▲

２次元コード

【問い合わせ】 総合危機管理課
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444
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催し

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話ししましょう。
【と き】
１月４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

募集

女性のための
健康とストレスの対処法

日頃のストレスの対処法を学ぶ女
性のための健康講座です。
【と き】
２月１日㈭ 午後７時～９時
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階ミーティン
グルーム
【内 容】
いつまでも健康で、自分らしく美
しく輝き続けるための秘訣をお教え
します。
講師：臨床心理士 伊藤 厚子さん
【対象者】
市内在住・在勤の女性
【定 員】
30 人 ※先着順
【申込方法】
住所・氏名・年齢・電話番号を電
話・ファックス・E メールのいずれ
かでお伝えください。
【申込受付開始日】
12 月 22 日㈮
【申込先・問い合わせ】
人権政策・男女共
同参画課
☎ 22-9632
ＦＡＸ 22-9666
jinken-danjo
@city.iga.lg.jp
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催し

上野同和教育研究協議会
連続講座（第３回）

上野同和教育研究協議会では、
「差
別のない明るい市民社会」の実現を
めざして、さまざまな活動を続けて
います。
これまでの成果を確認し、より積
極的にこれからの活動を進めるため、
連続講座（第３回）を開催します。
【と き】
１月 17 日㈬
午後７時 30 分～９時
（受付：午後７時～）
【ところ】 ハイトピア伊賀 ５階多
目的大研修室
【内 容】
○演題：「母としての解放運動」
○講師：部落解放同盟八幡支部
書記長 山中 理恵さん
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692
上野同和教育研究協議会事務局
☎／ＦＡＸ 26-7677

催し

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」
認知症を理解する
ために誰もが集える
場所です。
ゆっくりした時間
をスタッフと一緒に
過ごしませんか。

【と き】
１月９日㈫
午前 10 時～正午
【ところ】
伊賀シルバーケア豊壽園（久米町
872 番地の１）
【参加費】 100 円
【問い合わせ】
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511

ご意見をお聞かせください
広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

※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。

環境セミナー

募集「伊賀上野・城下町の

【と き】 ２月３日㈯
午前 10 時～（１時間 30 分程度）
【ところ】 さくらリサイクルセンター
２階大会議室
【内 容】 ごみ減量・リサイクル講座
（主に食品ロスについて）
講師：三重県環境学習情報センター
推進員 脇谷 奈美さん
【対象者】 市内在住・在勤の人
【定 員】 40 人 ※先着順
【申込方法】 電話
【申込期間】
12 月 20 日㈬～１月 19 日㈮
午前９時～午後５時
※土・日曜日、年末年始を除く。
【申込先・問い合わせ】 環境政策課
☎ 20-9105 ＦＡＸ 20-9107
７ページの答え
②服部土芳
芭蕉の門弟、服部土芳の作。兼
好塚の入り口に句碑が建てられて
います。

※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
学検定実施委員会編集）から抜粋

◦各病院の受け入れ体制

募集

おひなさん」絵手紙

２月 17 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、うえせん白鳳プラ
ザに展示する絵手紙を募集します。
【募集内容】
おひなさんをテーマにした、絵と
文字が入った絵手紙（用紙は郵便は
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。
【応募方法】
郵送・持参
【応募期限】
２月２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

フットサルフェスティバル
参加チーム

【と き】
２月 11 日㈰ 午前９時～
【ところ】
三重県立ゆめドームうえの 第１
競技場
【募集チーム】
○エンジョイ（フリー）
○ミックス（試合に女性が１人以上
出場すること）
いずれも 10 チーム ※先着順
【参加料】
11,000 円（１チーム）
【申込方法】 まずは電話でお問い合
わせください。
【申込期限】 ２月２日㈮
※参加資格など、詳しくはお問い合
わせください。
【申込先・問い合わせ】 伊賀市サッ
カー協会フットサル委員会
☎ 090-7863-6411（中林）
☎ 090-5137-9694（藤田）
ＦＡＸ 48-6664
futsalarea.nabari@pnw.to
【問い合わせ】 スポーツ振興課
☎ 22-9635 ＦＡＸ 22-9852

１月の二次救急実施病院

≪実施時間帯≫ 平日：午後 5 時～翌日午前 8 時 45 分
土・日・祝日・年始：午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分
日
月
火
水
木
金
土
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
２
３
４
５
６
１
＊小児科以外の診療科です。
岡波 名張 岡波 名張 上野 名張 月曜日：午後５時～翌日午前９時 水曜日：午後５時～翌日
８
９
10
12
13
７
11
午前８時45 分 日曜日：午前９時～翌日午前８時45 分
名張 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野 ※月・水曜日が祝日・年始の場合、午前９時～翌日午前８時45 分
15
16
17
19
20
14
18
救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡
岡波 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 名張
が必要です。
22
23
24
26
27
21
25
【上野総合市民病院（☎
24-1111）】
名張 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
29
30
31
28
＊小児科以外の
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
診療科です。
岡波 岡波 上野 岡波・名張

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。１月３日㈬の当番病院は岡波総合病院のみですのでご注意ください。

◦ 伊賀市救急・
◦伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】 一般診療・小児科
【所在地】
上野桑町 1615 番地 ☎ 22-9990
健康相談ダイヤル 24

【診療時間】 月～土曜日：午後８時～ 11 時
日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
心と体のさまざまな相談に、24 時 ※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
間体制でお応えします。
◆夜間・日曜日・祝日診療を行っている医療機関は、救急医療情報セン
※通話料・相談料は無料です。
ター コールセンター（☎ 059-229-1199）へお問い合わせください。

☎ 0120-4199-22

広報いが市 2017 年
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市ホームページアドレス
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お知らせ拡大版

赤ちゃんの健診と相談（１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
１月 11 日（木）

時

間

場

所

午後１時～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）

１月 ９日（火） 午後１時～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）

１月 30 日（火）

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
健康手帳を持参してください。

１月 10 日（水） 午前 10 時～ 11 時
阿山保健福祉センター
育児相談・栄養相談
午前 10 時～ 11 時
伊賀市保健センター
１月 12 日（金）
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分（ハイトピア伊賀 ４階） ※母子健康手帳を持参してください。
【問い合わせ】
１月 17 日（水） 午前 10 時～ 11 時
青山子育て支援センター
健康推進課 ☎ 22-9653
１月 19 日（金） 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
１月 22 日（月） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
青山保健センター ☎ 52-2280
１月 26 日（金） 午前 10 時～ 11 時
島ヶ原子育て支援センター

乳幼児相談

お知らせ

子育て支援のための教室・遊び場の開放（１月分）（対象者：乳幼児と保護者）
施設名

曙保育園『すくすくらんど』

遊びの教室

① 15 日㈪・22 日㈪・29 日㈪ 【すくすくひろば】 お正月あそび

② 10 日㈬・17 日㈬・25 日㈭・26 日㈮・27 日㈯
曙保育園内
（上野徳居町 3272-2
【本とおもちゃルームぐるんぱ】
☎ 21-7393）＊すべて午前 10 時～

遊び場の開放

月～金曜日
午前 10 時～午後４時

催 し

① 15 日㈪【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
② 12 日㈮ （４～９カ月）・19 日㈮（10 カ月～１歳半）
【エンジェルサークル】 せつぶん
森川病院『エンジェル』
月・水・金・土・日曜日
③ 26 日㈮ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
森川病院内
正午～午後 5 時
（上野忍町 2516-7
＊①～③：午後２時～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-2425）④ 11 日㈭・25 日㈭（３～６カ月）
18 日㈭（７～ 11 カ月）
午後１時～ 【ベビーマッサージ】 ＊予約制（毎月１回まで）
① 12 日㈮ 午後２時 30 分～ 【ぴよぴよ Baby】
月～金曜日、第３土曜日
ベビーマッサージとママサロン（０～４カ月まで）
ハイトピア伊賀４階
② 23 日㈫ 午後２時～
午前 9 時～午後 5 時
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
【すくすく Baby】 赤ちゃん体操とママサロン（５～ 11 カ月）

子育て包括支援センター

募 集

① 14 日㈰ 凧づくり
② 28 日㈰ サーキット遊びをしよう
第２・４日曜日
上野南公園管理棟内
＊すべて午前 10 時～
午前９時～午後３時
（ゆめが丘 7-13）
【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
※幼児用の忍者衣装を貸し出します。（有料）

にんにんパーク

子育て支援・無料相談

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
（愛田 513 ☎ 45-1015）

島ヶ原子育て支援センター

①５日㈮・12 日㈮・19 日㈮・26 日㈮ 【らぶらぶひろば】
② 25 日㈭ 午前 10 時 30 分～ 【おはなしひろば“わくわく”】 月～金曜日
③ 29 日㈪ 午前 10 時 15 分～
午前 9 時～午後 5 時
【誕生会】 １月生まれのおともだち
25 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】 アラカルト教室
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

① 23 日㈫ 午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】 絵本を楽しもう !
阿山保健福祉センター内
②
24 日㈬ 午前 10 時～
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）
【たまぴよサロン】
（妊婦と１歳６カ月まで）

あやま子育て支援センター

大山田子育て支援センター
大山田保育園内
（平田 7 ☎ 47-0088）

青山子育て支援センター

さくら保育園併設
（阿保 1152 ☎ 53-0711）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

① 11 日㈭ 【おたのしみひろば】 おしょうがつあそび
② 15 日㈪ 【のびっこひろば】 ふれあい・ママ体操
③ 29 日㈪ 【えほんとせいさくひろば】
読み聞かせとカレンダー作り
＊すべて午前 10 時～

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

① 10 日㈬ 【おはなし会】 絵本の読み聞かせ
② 11 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳児）
③ 18 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（２歳児以上）
＊すべて午前 10 時 30 分～

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

※各教室の開催時間は１時間～１時間 30 分程度です。
※参加するときの持ち物など、詳しくは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

11

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
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１月の無料相談

伊賀市の人口・世帯数
（平成 29 年 11 月 30 日現在）
人口 92,989 人
（男）45,454 人（女）47,535 人
世帯数 39,954 世帯

暮らしのいろいろな問題や悩みごとの相談をお受けします。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。お気軽にご利用ください。
※申し込み・問い合わせは、土・日曜日、祝日、年末年始（12 月 29
日㈮〜１月３日㈬）を除く。

法律・行政・人権相談
相談名
法律相談（弁護士）
＊予約制
女性法律相談
＊予約制（初回の人優先）

相談日

時

間

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（1/4 午前 8 時 30 分〜）
１月 11 日（木）
ティア活動室
※先着８人
13：30 〜 16：30
青山支所住民福祉課（☎ 52-3227)
※受付開始（1/16 午前 8 時 30 分〜）
１月 23 日（火）
青山福祉センター相談室
※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)
１月 10 日（水） 13：00 〜 16：00 ハイトピア伊賀４階相談室
※受付期間（12/20 〜 1/5）

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困り １月 10 日（水） 13：30 〜 16：00
ごとをお伺いします。
１月 ９日（火） 9：00 〜 12：00
人権相談
＊人権に関する困りごとを １月 18 日（木） 13：30 〜 16：00
お伺いします。
月〜金曜日（祝日除く） 8：30 〜 17：15
LGBT（性的少数者）の
相談（性同一性障害など） 月〜金曜日（祝日除く） 8：30 〜 17：15
もお受けします。

市民生活課（☎ 22-9638）
＊予約優先

市民生活課

青山支所振興課（☎ 52-1115）
青山福祉センター相談室
ハイトピア伊賀４階相談室３
人権政策・男女共同参画課（☎ 47-1286）
大山田農村環境改善センター１階

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)
市民生活課（☎ 22-9638)
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
※受付期間（12/22 〜 1/23）
１月 25 日（木） 13：00 〜 16：00
ア活動室
借金問題など）＊予約制
※先着５人
市民生活課（☎ 22-9638)
※受付期限（1/10）
交通事故相談＊予約制
１月 12 日（金） 13：30 〜 15：30 本庁舎第１会議室
※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
障がい者の総合相談
生活にお困りの方の相談
高齢者の就業相談
若者の就労相談＊予約優先
女性相談＊予約優先
家庭児童相談＊予約優先

１月 ５日（金）
10：00 〜 15：00 ハイトピア伊賀３階
１月 19 日（金）
１月 ９日（火） 13：30 〜 16：00 本庁舎玄関ロビー

１月 ４日（木） 13：30 〜 16：00 多文化共生センター

上野商工会議所（☎ 21-0527）
都市計画課（☎ 43-2315）
市民生活課（☎ 22-9702）
※先着４人 ※受付期限（12/27）

伊賀保健所（☎ 24-8076）
１月 29 日（月） 14：00 〜 17：00 三重県伊賀庁舎
１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・℻ 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・℻ 45-1055）
南部（☎ 52-2715・℻ 52-2281）
南部（青山保健センター内）
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
月〜金曜日（祝日除く） ８：30 〜 17：15
（☎ 26-7725・℻ 22-9674）
談調整課内）
月〜金曜日（祝日除く） ８：30 〜 17：15 生活支援課
生活支援課（☎ 22-9650）

１月 11 日（木） 13：30 〜 14：00 青山文化センター

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)
１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）
月〜金曜日（祝日除く） ９：00 〜 16：00 こども未来課

母子・父子自立相談＊予約優先

こども未来課
（☎ 22-9609・℻ 22-9646）
こども発達支援センター
（☎ 22-9627・℻ 22-9666）
伊賀市教育研究センター
（☎ 21-8839）

こどもの発達相談

月〜金曜日（祝日除く） ８：30 〜 17：15 こども発達支援センター

ふれあい相談（教育相談）

月〜木曜日（祝日除く） ９：00 〜 16：00 伊賀市教育研究センター

青少年相談

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）

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。
２０１７年（平成２９年）１２月１５日 発行／伊賀市 編集／企画振興部広聴情報課
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