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【利用料】
○小区画：年間 15,000 円／区画
○大区画：年間 30,000 円／区画

このコーナーでは︑今年度︑市が重点的に取
り組んでいる子育てや移住交流などについて
市 民 の 皆 さ ん に 知 っ て い た だ き た い﹁ 今 ﹂ を
紹介します︒

○大区画：100㎡・35 区画
※１人何区画でも利用できます。

移住・交流

だくために開設しています。ふれあい農園で野菜作り
に挑戦してみませんか。
【ところ】 予野・青蓮寺開畑地内
【募集区画】
○小区画：50㎡・211 区画

伊賀市に移住

市民ふれあい農園は、自
家用の野菜や花などの栽培
を通じ、自然にふれあい、収
穫の喜びを感じていただく
ための施設です。
また、健康づくりや家族
のふれあいの場、農業者との交流の場としてご利用い
ただき、
「農業」や「食」への関心と理解を深めていた

された若者の人

市民ふれあい農園 利用者募集

数 と︑ 移 住 を 支

◆ 農園で作物を栽培・収穫しませんか

援する施策が評
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価 さ れ︑ 移 住 に

61
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関する専門誌の

39

調 査 で﹁ 全 国
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エリア別若者が住みたい田舎

27

部門﹂東海エリアランキングで

11

子育て

市では︑子育
て支援事業の一
環として︑市内
の保育所︵園︶で
保健指導や育児
相談を積極的に
行い︑子育ての
パートナーとして保護者とと
もに子どもの育ちを見守って
います︒相談内容によっては

伊賀市が５位に選ばれました︒
平成 年４月から平成 年
月までに市相談窓口を通じ
て受け入れた 世帯 人の移

22

こども発達支援センターや児
童相談所などの専門機関と連
携しています︒

・９６４６
℻ ・９６９４
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住者のうち︑約半数が 歳以
下でした︒
︵地域づくり推進課︶

22

詳しくは︑各保育所︵園︶へ
お問い合わせください︒
︵保育幼稚園課︶

︽問い合わせ︾
保育幼稚園課 ☎ ・９６５８ ℻
地域づくり推進課 ☎ ・９６８０
22

【問い合わせ】農林振興課
☎ 43-2302 ＦＡＸ 43-2313

※利用期間が 12 カ月に満たない場合は月割額になり

ます。
※100㎡以上の区画利用で面積に応じて割引があり
ます。

【付帯施設】
○ログハウス
［管理棟］ ○トイレ ○ロッカー（有料）
○シャワー（有料） ○農機具（一部有料）
【利用期間】
契約月～平成 31 年３月 31 日（継続更新可）
※途中解約はできません。
【申込方法】 電話でお問い合わせください。

【申込先・問い合わせ】
明日が楽しみな里づくり委員会（農村ふれあいセン

ター内） ☎ 39-1250
※後日、市と貸付契約書を締結する必要があります。
農園の見学などもできますので、お気軽にお問
い合わせください。
広報いが市 2018 年
（平成 30 年）３月１日号

14

お知らせ拡大版

◆ 市展「いが」が新しくなります

（市展「いが」）
第13 回 伊賀市民美術展覧会

【問い合わせ】文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694

【と き】 ３月 21 日（水・祝）～ 25 日㈰
午前 10 時～午後７時

◆作品の受付・搬入

【と き】 ３月６日㈫ 正午～午後７時
【ところ】 伊賀市文化会館
※出品者資格・出品規定などは、募集要項や市ホーム

お知らせ

※３月 25 日㈰は午後４時まで
【ところ】 伊賀市文化会館
【展示作品】

「絵画」
「彫塑工芸」「写真」「書」の４部門の作品
【作品講評会】
審査員が展示作品の解説をします。

催
し

３月 25 日㈰ 午後４時～
【催 事】
○ウェルカムコンサート
３月 21 日（水・祝） 午前 10 時～
出演：荒木 まどかさん（ハープ）

ページなどでご確認ください。募集要項は、本庁舎
玄関受付のほか、文化交流課（上野ふれあいプラザ

２階）・各支所振興課（上野支所を除く。）・各公民
館にあります。

◆公開審査会
【と き】 ３月８日㈭ 午後１時～
【ところ】 伊賀市文化会館 各展示会場

○ホールコンサート
３月 25 日㈰ 午後３時～
出演：坂元 愛由子さん（ヴァイオリン）、三浦
コウさん（ピアノ）
、神谷 壮さん（チェロ）

募 集

お知
らせ

津地方法務局の
国籍事務取扱窓口が
変わります

まちかど通信

国籍事務は津地方法務局の各支局
で取り扱っていますが、４月２日㈪
から津地方法務局戸籍課に変更され
ます。
次の申請や届け出などは、津地方
法務局戸籍課で手続きしてください。

コラム

○帰化許可申請（外国籍の人が日
本国籍を取得するための申請）
○国籍取得（国籍法に定められた
外国籍の人が日本国籍を取得す
るための届け出）
○国籍離脱（日本国籍とそれ以外
の国籍を持つ重国籍の人が日本
国籍を離脱するための手続き）

図書・救急など

※国籍に関する相談も受け付けてい
ます。
※詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】
津地方法務局戸籍課
☎ 059-228-4191
【担当課】 住民課
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お知
らせ

振込通知書送付の廃止

市から口座振込で支払う場合は、
これまで「口座振込通知書」
（はがき）
でお知らせをしていましたが、経費
削減などのため、４月から通知書の
送付を廃止します。
※平成 29 年度予算で支払うものは
送付します。
廃止後は、預金通帳への印字
が次のように変更になります。
《変更前》
｢イガシカイケイカンリシャ｣
《変更後》
｢イガシ○○カ｣（支払い担当課名）
お手数をおかけしますが、通帳記
帳による入金確認をお願いします。
また、上下水道部も同じく通知書
を廃止します。支払い内容にご不明
な点がありましたら、支払い担当課
に直接お問い合わせください。
※各課から直接送付する通知書は従
来どおりです。
【問い合わせ】 出納室
☎ 22-9686 ＦＡＸ 22-9839
上下水道部経営企画課
☎ 24-0001 ＦＡＸ 24-0006

広報いが市 2018 年（平成 30 年）３月１日号

お知
らせ

2018～2021年度
入札参加資格審査申請の
技術者登録

建設工事、測量・建設コンサルタ
ント業務などの入札に参加される市
内・準市内業者は、技術者を事前に
登録していただく必要があります。
詳しくはお問い合わせいただくか、
市ホームページの「入札・契約情報
（契約監理課）」をご覧ください。
【提出期間】
３月 19 日㈪～４月 17 日㈫
【提出先・問い合わせ】
契約監理課
☎ 22-9810 ＦＡＸ 22-9837

今月の納税
●納期限

４月２日（月）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（９期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612

※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。

募集

認知症 映画上映会

認知症に関する映画上映会を開催
します。
これを機に、認知症について考え
てみませんか。
【と き】
３月 24 日㈯ 午後２時～
【ところ】
ゆめぽりすセンター 大会議室
【内 容】
「ペコロスの母に会いに行く」
（上映時間：113 分）
【定 員】
70 人 ※先着順
【申込方法】
代表者の氏名・電話番号・参加人
数を電話またはファックスでお伝え
ください。
【申込期間】
３月５日㈪～ 20 日㈫
【申込先・問い合わせ】
介護高齢福祉課
☎ 22-9634 ＦＡＸ 26-3950

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】
3 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）
【料 金】 100 円
【問い合わせ】
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ＦＡＸ 24-7511

催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】 3 月 20 日㈫
午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】
名張市武道交流館いきいき
募集 離乳食教室
（名張市蔵持町里 2928 番地）
【と き】
【料 金】 200 円
３月 20 日㈫
（認知症の人は無料。家族の会会
午後１時 30 分～
員は 100 円）
３時 30 分
※認知症の人が参加する場合は事前
【ところ】
に連絡してください。
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【問い合わせ】
【内 容】
地域包括支援センター南部サテラ
離乳食前期（１～２回食）の話・ イト
離乳食の調理と試食
☎ 52-2715 ＦＡＸ 52-2281
【定 員】
20 人 ※先着順
催し 認知症相談窓口
【持ち物】
母子健康手帳・筆記用具・エプロ
～最近物忘れが気になりませんか？～
ン・三角巾・手拭きタオル・託児に
認知症は私たちにとって身近な病
必要なおもちゃ・オムツなど
気です。
【申込方法】
次のとおり相談窓口を設置します
住所、子どもの氏名・生年月日、
ので、お気軽にお越しください。
参加する保護者の氏名、電話番号、
タッチパネルを使って簡単に物忘
託児希望の有無を電話・来庁・ファッ
れチェックができます。
クスのいずれかでお伝えください。 【と き】 ３月 13 日㈫
【申込受付開始日】
午後２時～３時 30 分
３月８日㈭
【ところ】
【申込先・問い合わせ】
イオン伊賀上野店 東側入口
伊賀市上野丸之内 500 番地
【問い合わせ】
ハイトピア伊賀 ４階
地域包括支援センター南部サテラ
健康推進課
イト
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
☎ 52-2715 ＦＡＸ 52-2281

お知
らせ

防災行政無線の試験放送

「全国瞬時警報システム」の訓練の
ため、市内一斉に試験放送をします
ので、ご理解をお願いします。
【と き】 ３月 14 日㈬ 午前 11 時
【放送内容】 チャイムのあとに次の
音声が流れます。
「これはJアラートのテストです。」×３
「こちらは広報伊賀です。」
【問い合わせ】 総合危機管理課
☎ 22-9640 ＦＡＸ 24-0444

催し

いがまち人権パネル展

【と き】 ３月 30 日㈮までの午前
９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※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】「部落差別と向き合う」
【問い合わせ】 いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

【と き】
①３月 29 日㈭まで
②４月２日㈪～ 26 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】「水平社宣言」
宣言に込められた思いや、部落差
別により奪われた人間性を取り返そ
うと自らの意志で立ち上がった人々
の生き方を学び、自らを振り返りま
しょう。
【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

献血のご案内
●３月 14 日（水）
午後１時～４時
阿山保健福祉セ
ンター

広報いが市 2018 年
（平成 30 年）３月１日号
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市ホームページアドレス

お知らせ拡大版

募集

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

自衛官になりませんか

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信

【募集種目】
一般幹部候補生
【対象者】
○大卒程度試験
平成 31 年４月１日現在、22 歳以
上 26 歳未満の人または 20 歳以上
22 歳未満の大卒者（見込みを含む。）
○院卒者試験
平成 31 年４月１日現在、20 歳以
上 28 歳未満の修士課程修了者（見
込みを含む。
）
【試験日】
《１次試験》
①５月 12 日㈯ ②５月 13 日㈰
※②は飛行要員希望者のみ
《２次試験》 ６月 12 日㈫～15 日㈮
の指定する日
※２次試験は１次試験合格者のみ行
います。
【試験種目】
《１次試験》 筆記試験
《２次試験》
小論文試験・口述試験・身体検査
【試験会場】
三重県内の指定される試験場
【応募方法】
電話でお問い合わせください。
【応募期限】
５月１日㈫ ※必着
※自衛官候補生は年間を通じて募集
しています。
※詳しくはお問い合わせください。
【応募先・問い合わせ】
自衛隊三重地方協力本部伊賀地域
事務所 ☎ 21-6720
【担当課】 総務課

コラム

「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

図書・救急など

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

伊賀市 公式
フェイスブックページ
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▲

２次元コード

募集

日本の 20 世紀遺産見学会

～伊賀の 20 世紀遺産の魅力を探ろう～
５つの構成資産（俳聖殿・伊賀文
化産業城・上野西小学校体育館・旧
上野市庁舎・上野公園レストハウス）
を歩いて巡ります。
【と き】 ３月 25 日㈰
午後２時～４時 30 分頃
【集合場所】 市役所本庁舎 正面玄関
【料 金】 500 円（入館料など）
【申込方法】 電話・ファックス
【申込期限】 ３月 18 日㈰
【申込先・問い合わせ】
伊賀上野まちづくり市民会議
☎ 23-5092 ＦＡＸ 23-0322
【問い合わせ】 文化財課
☎ 47-1285 ＦＡＸ 47-1290

募集

新規就職者激励会＆セミナー

【と き】
（２日間）
◆４月 17 日㈫
①午前 8 時 30 分～９時 20 分
②午前９時 30 分～午後５時
◆４月 18 日㈬
③午前９時～午後４時
④午後４時～４時 30 分
【ところ】
上野商工会議所
【内 容】
①式典・激励会
②③教育セミナー
講師：みなみトレーニングラボ
倉智 紫津子さん
④講話「新入社員の皆様に望むこと」
講師：上野都市ガス㈱
代表取締役社長 中井 茂平さん
【対象者】 新規就職者
【料 金】 1 人 10,000 円（２回の
昼食代とテキスト代を含む。）
※上野商工会議所・伊賀市商工会・
電信電話ユーザ協会のいずれかの
会員は１人 5,000 円
【申込方法】
上野商工会議所のホームページか
ら申込書をダウンロードし、ファッ
クス・持参のいずれかで提出いただ
くか、電話でお申し込みください。
【申込期限】 ３月 20 日㈫
【申込先・問い合わせ】
上野商工会議所
☎ 21-0527 ＦＡＸ 24-3857
【担当課】 商工労働課

広報いが市 2018 年（平成 30 年）３月１日号

募集

伊賀市障がい者
地域自立支援協議会委員

【募集人数】 １人
【応募資格】 市内在住または在勤・
在学で、満 20 歳以上の人
【開催回数】 年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任 期】
４月１日～ 2020 年３月 31 日
【報 酬】 6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
応募動機（1,000 字以内、様式は
自由）
・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
【応募期限】 ３月 20 日㈫
【応募先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662

募集

日本語ボランティア入門講座

外国人住民とのコミュニケーショ
ンやサポートの方法について学んで
みませんか。
【と き】
３月 24 日㈯
午後４時 30 分～
６時 30 分
【ところ】
上野ふれあいプラザ ３階中会議室
【講 師】
伊賀日本語の会 テクニカルアド
バイザー 船見 和秀さん
【対象者】
○外国人住民と交流したり、外国人
住民をサポートしたい人
○地域の日本語支援活動に興味のあ
る人 など
【定 員】
20 人程度 ※先着順
【申込方法】
電話・ファックス
【申込期限】
３月 20 日㈫
【申込先・問い合わせ】
市民生活課
☎ 22-9702 ＦＡＸ 22-9641

