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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。

伊賀市の人口・世帯数
（平成 29 年 12 月 31 日現在）
 人口　92,855 人
 　 （男）45,376 人（女）47,479 人
世帯数　39,903 世帯

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）：２月 14日㈬　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）（入）：２月 27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）

人権擁護委員の委嘱お知
らせ
お知
らせ

　法務局と連携して、人権啓発活動
や人権相談、人権侵害の被害者救済
などに取り組んでいただきます。
【再　任】
　森下　政實さん（上友生）
　大川　照郎さん（島ヶ原）
【新　任】
　米田　美紀子さん（上野桑町）
　福本　康代さん（柏尾）
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　ＦＡＸ 21-1891

第 22 回 あやま芸能まつり催し

【と　き】　３月 11日㈰
　午前９時30分～（開場：午前９時）
【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
のサークルが出演します。
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019

いがまち人権センター
第４回解放講座

催し

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。	
【と　き】
　２月 23日㈮
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　いがまち人権センター
【内　容】
　演題：「学校現場および地域におけ
　る同和教育実践とその必要性」
　講師：大阪教育大学教職教育研究
　センター　土田　光子さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

梅まつり催し

　梅が咲く会場に集まって、笑いの
中から人と人とのつながりを深めま
しょう。
【と　き】　２月 23日㈮
　午後 7時～ 9時
【ところ】　
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
　出演者：ちんどん富都路・布引住
民自治協議会うめぼし座（人権劇）・
J
じ ん

IN（大道芸）・コーラス木
こ

の実
み

・マ
ルセイユ（漫才）
【問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

第 33 回 大山田芸術文化祭催し

　子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域活動の成果を発表します。
◆展覧会（作品展示）
【と　き】　２月 17日㈯・18日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】
　大山田 B&G海洋センター
【内　容】
　絵画・書・彫

ち ょ う そ

塑・
手工芸・生け花など
◆芸能大会
【と　き】　２月 18日㈰
　午後１時30分～（開場：午後１時）　
【ところ】
　大山田農村環境改善センター　
【内　容】　日舞・詩吟・大正琴など
【問い合わせ】　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

催し

　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】　2 月 13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

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　２月 27日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【料　金】　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
　前に連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター南部サテラ
イト　☎ 52-2715　ＦＡＸ 52-2281

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
①２月１日㈭～ 27日㈫
②３月１日㈭～ 29日㈭
　午前８時 30分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター
　１階ロビー
【内　容】
　「3.11 から学ぶ～震災と人権～」
　人権の視点で震災を見つめ直し、
東日本大震災以降に生まれた福島差
別について学ぶパネルです。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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サークルまつり催し

　上野サークル協議会所属のサーク
ル活動の発表会です。
【と　き】
○３月３日㈯
　午前 10時～午後５時
○３月４日㈰
　午前９時 30分～午後４時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀５階　多目的大研
修室、学習室１・２、ギャラリー
【内　容】
〈展示部門〉
　絵画・書・伊勢型紙・切手・盆栽・
生け花・陶芸・絵手紙など
〈舞台部門〉
　詩吟・民謡・マジック・演劇・大
正琴・ダンス・合唱・尺八・オカリ
ナなど
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　２月 13日㈫～３月 30日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※２月 15日㈭、３月８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】
　「部落差別撤廃のための 2017 年
度いがまち人権センター活動紹介」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

出張年金相談
（保険料納付相談）窓口

催し

　日本年金機構では、公的年金制度
に対する理解を深めていただくため
の普及・啓発活動の一環として、年
金事務所職員が出張相談窓口を開設
し、国民年金保険料の納付に関する
相談をお受けします。
　ぜひお気軽にご利用ください。
【と　き】　２月 21日㈬
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　本庁舎　1階第 1会議室
【問い合わせ】
　津年金事務所　☎059-228-9112
　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

健康測定「丸之内はかり処」催し

　働き世代の皆さん、
仕事優先の生活になっ
ていませんか。
　いつまでも元気に若々し
く過ごすには、まず自分の
体を知ることが大切です。
【と　き】　２月 27日㈫
　受付時間：午後６時～７時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　「しなやか元気ボディチェック！」
　骨健康測定、体力測定、運動講師
による姿勢確認＆簡単エクササイズ　
など
【対象者】
　市内在住・在勤の人
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室募集

【と　き】　２月 13日㈫
　午後１時 30分～３時
30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階
多目的室

【内　容】　離乳食後期（３回食）の
話・離乳食の調理と試食
【定　員】
　20人　※先着順
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】
　住所・子どもの氏名と生年月日・
参加する保護者の氏名・電話番号・
託児希望の有無を電話・来庁・ファッ
クスのいずれかでお伝えください。
【申込受付開始日】
　２月６日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500番地
　ハイトピア伊賀　４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

ウェルカムベビー教室募集

【と　き】　３月４日㈰
　午前 10時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験（家族対象）・沐浴体験・
情報交換会・妊婦相談・育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【持ち物】　母子健康手帳
【定　員】　15組　※先着順
【申込方法】
　妊婦さんの住所・氏名・電話番号・
出産予定日・同伴者の有無を、電話・
来庁・ファックスのいずれかでお伝
えください。
【申込受付開始日】
　２月 13日㈫
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市上野丸之内 500番地
　ハイトピア伊賀　４階
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

地域活動支援事業補助金
公開審査会

催し

　市では、市民の皆さんの自主的な
まちづくり活動を支援し、個性的で
魅力あふれる地域づくりを推進する
ための地域活動支援事業補助金を交
付しています。
　補助金の審査会は一般公開してい
ますので、住民自治協議会と市民公
益活動に関心のある人はぜひご参加
ください。
【と　き】
　３月３日㈯　午前 10時～
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
【問い合わせ】
　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-9694

　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


