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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。

「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

　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。

２次元コード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
　　　　行政情報番組

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、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。

【問い合わせ】
　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　ＦＡＸ   43-1679

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）：１月９日㈫　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）（入）：１月 23 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）

【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

義援金　受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

消防出初式催し

【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

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

　　

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

※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。

　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/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版

戌の春展催し

　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

【問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ   22-9692

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。



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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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、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

上野同和教育研究協議会
連続講座（第３回）

催し

　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

　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

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

催し

　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

ご意見をお聞かせください

　　

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

※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。

　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/

２次元コード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

女性のための
健康とストレスの対処法

募集

　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

天正伊賀の乱史跡めぐり
ウォーク（第２弾）

募集

　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


