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伊賀市の人口・世帯数

（平成 30 年 11 月 30 日現在）

 人口　92,288 人

　　　　（男）45,241 人

　　　　（女）47,047 人

 世帯数　40,396 世帯

今月の納税

●納期限　1 月 31 日 （木）

納期限内に納めましょう

市県民税（第４期）

国民健康保険税（７期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

男女共同参画セミナー催し

　性別にとらわれず人権を尊重し、
個人の能力を十分に発揮できる男女
共同参画社会の実現をめざし、セミ
ナーを開催します。
【と　き】　１月 25 日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　ふるさと会館いが　小ホール
　（ヒアリングループがあります。）
【内　容】

○演　題：男だらけの自治会改革
○講　師：三重県男女共同参画セン

ター ｢フレンテみえ｣ 専門員
服部　亜龍さん

【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　FAX 45-9120

青山公民館
『人権作文パネル展示』

催し

　全国中学生人権作文コンテスト優
秀作品を展示します。
【と　き】

　２月１日㈮～ 3 月 31 日㈰
　午前 8 時 30 分～午後 5 時
※土・日曜日は、午前 10 時～午後

5 時。
※祝日を除く。
【ところ】　青山公民館ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211

伊賀市・名張市
合同就職セミナー

催し

【と　き】

　３月８日㈮　午後１時～４時
【ところ】　HOS 名張アリーナ（名
張市総合体育館）
　（名張市夏見 2812 番地）
【内　容】　地元就職を促進するた
め、U・J・I ターンを含む就職セミ
ナーを開催します。
　市内や周辺企業など約 70 社が求
人企業として参加します。
【対象者】　2020 年春卒業予定の大
学生・短大生・専門学生、未就職者、
転職希望者
※保護者も参加でき、直接企業担当

者と面談できます。
【問い合わせ】　○商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628
○名張商工会議所　☎ 63-0080

コンビニ交付サービスの休止
お知
らせ
お知
らせ

　市役所ネットワーク設定更新作業
のため、次の期間は、コンビニエン
スストアの店内にあるマルチコピー
機で住民票の写しなどが取得できる
サービスを休止します。
【休止日】　１月 31 日㈭
　午後７時～ 11 時
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　FAX 22-9643

人権擁護委員の委嘱
お知
らせ
お知
らせ

　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。
【新　任】

　内田　香代さん（柘植町）
　山森　裕美子さん（川合）
【問い合わせ】

○人権政策課
　☎ 22-9683　FAX 22-9684
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　FAX 21-1891

「脳ドック」はお済みですか
お知
らせ
お知
らせ

◆国民健康保険脳ドック

【実施期限】　3 月 29 日㈮
　応募者のうち、当選者に受診券を
送付しています。
※受診券をお持ちで医療機関にまだ

予約をしていない人は、手続きを
お急ぎください。また、キャンセ
ルする場合は必ずご連絡ください。

【問い合わせ】

　保険年金課
　☎ 22-9659
　FAX 26-0151

１月２６日は文化財防火デー
お知
らせ
お知
らせ

　1949（ 昭 和 24） 年 １ 月 26 日
は、法隆寺金堂の十二面壁画が焼損
した日です。その後も、火災などで
文化財の焼損が相次いだことから文
化財を火災や震災、そのほかの災害
から保護するとともに国民の文化財
愛護思想の普及、高揚を図るために
1955（昭和 30）年に、この日を「文
化財防火デ－」と定められました。
　文化財の火災は、放火や周囲から
の飛び火によるものが多いため、文
化財の防火は管理者だけでなく、地
域住民の協力があってこそ成し遂げ
られるものです。
　貴重な財産である文化財を後世に
伝えていくことは、私たちの重要な
責務です。
　市内にも歴史的・芸術的な建造物
が数多くあることからこの時期、各
地で消防訓練を実施します。皆さん
も文化財の防火についての関心を高
めていただきますようお願いします。
【問い合わせ】

　予防課
　☎ 24-9105　FAX 24-9111

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　FAX 22-9662
　　shougai@city.iga.lg.jp
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いがまち人権パネル展催し

【と　き】　１月８日㈫～ 24 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※10 日㈭・17 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】　「私たち家族がんばる
～ 3・11 東日本大震災～」
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

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 12 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

第１０回いがファミリーフェスタ催し

　伊賀市社会教育委員による家庭教
育事業イベントを開催します。子ど
もは人形劇を、大人は子どもと一緒
に工作を楽しんだり、子育てに役立
つ話が聞けます。ぜひ、この機会に
ご家族でご参加ください。
【と　き】

　２月３日㈰　午後２時～４時
　（受付：午後１時 30 分～）
【ところ】　ゆめぽりすセンター２階
【内　容】

◆大人向け　“子どもの主体性を引
き出すソウゾウリョク UP 講座”　

○演題：たった４つの言葉が子ども
の主体性を引き出す

○講師：NPO 法人子どもアイデア
楽工　理事長　山上　敏樹さん

◆子ども向け

“みんなで人形劇を楽しもう”　 　　　
○出演：人形劇サークル“にじ”
○演目：「三びきのこぶた」
　「はらぺこあおむし」
「オリジナルにんにん　伊賀丸」

　お話の後、輪ゴムと割りばしで工
作をします。
　その後、山上さんによる個別相談
も受け付けます。（参加申し込み時
にお申し出ください。）
【対象者】　小学校の子どもと家族
※未就学児の子どもも参加できます。
【定　員】　先着 50 組　※先着順
【参加申込】　代表者氏名・電話番号・
参加人数を電話・Ｅメールのいずれ
かでお伝えください。
【申込受付開始日】　１月 10 日㈭
【申込先・問い合わせ】

　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX 22-9692
　　gakushuu@city.iga.lg.jp

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話しましょう。
【と　き】　2 月 7 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】　

○健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666
○三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】

　１月４日㈮～ 30 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】

　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】　「アイヌ民族と文化」
　固有の豊かな文化と伝統を築き上
げてきたアイヌの人々の歴史と、現
在の姿を紹介するパネル展です。
【問い合わせ】

　寺田市民館　☎／FAX 23-8728 更生保護女性の会
上野支部チャリティーバザー

催し

【と　き】　２月３日㈰
　午前 9 時 30 分～午後 2 時 30 分
【ところ】　うえせん白鳳プラザ
　（上野東町 2957 番地）
【内　容】　衣類・日用品・寝具・雑
貨・食料品などの販売を行います。
【問い合わせ】　○医療福祉政策課
　☎ 26-3940　FAX 22-9673
○伊賀市更生保護女性の会上野支部
　☎ 21-2894（担当：吉川）

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】

　１月 22 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】

　名張市武道交流館いきいき
　（名張市蔵持町里 2928 番地）
【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

里親説明会 in 伊賀催し

　親の病気や事故、養育困難などの
理由により、保護者と一緒に暮らす
ことができない子どもたちを家庭へ
迎え入れ、温かい愛情をもって育て
ていただいている「里親」のお話を
聞いてみませんか。
　体験談や里親制度についてお伝え
します。
【と　き】　２月 13 日㈬
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２
階大会議室
【問い合わせ】

○三重県児童相談センター
　☎ 059-231-5669
○こども未来課
　☎ 22-9677　FAX 22-9646

人形劇がやってくる催し

【と　き】　２月５日㈫
　午前 10 時 30 分～ 11 時
【ところ】　青山公民館図書室
【内　容】　人形劇ボランティア「マ
ンマミーダ」による楽しい人形劇です。
演目：三枚のおふだ
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　FAX 52-1211
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第５回 いがうえの まちゼミ募集

お店の人が教えてくれる！

目からウロコの得するまちのゼミナール

　まちゼミとは、商店街の各商店主
などが講師となり、プロならではの
専門知識などを教えるゼミを開催し、
店を知ってもらい、商店街に親しん
でもらうイベントです。
【と　き】　２月１日㈮～３月９日㈯
※時間はそれぞれの講座により異な

ります。
【ところ】　市内 18 店舗
【料　金】　無料　
※材料費がかかる場合は実費
【定　員】

　各講座により異なります。※先着順
【申込方法】　各店舗へ電話で申し込
んでください。
【申込開始日】

　１月 19 日㈯　午前 10 時～
　詳しくは、上野商工会議所ホーム
ペ ー ジ（http://iga-ueno.or.jp/）
を確認してください。
【申込先・問い合わせ】

　伊賀上野まちゼミの会事務局（上
野商工会議所内）
　☎ 21-0527
【担当課】　商工労働課

【と　き】　2 月 5 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 5 時
　（受付：午後 1 時～）
【ところ】　ヒルホテルサンピア伊賀
　（西明寺 2756 番地 104）
【内　容】○基調講演　「金沢市にお

ける歴史文化的資源を活かしたま
ちづくり」　

　NPO 法人金澤町家研究会理事長　
川上　光彦さん
○講演１　「柳ヶ瀬商店街における

空きビル等の不動産ストックを活
用した地域再生」

　岐阜大学准教授　出村　嘉史さん 
○講演２　「地方都市再生に向けた

歴史文化的資源を活かす景観施策
の実践」

　三重大学大学院工学研究科准教授
　浅野　聡さん
○講演３　「伊賀市における歴史的

風致維持向上計画への取り組み」
　伊賀市教育委員会文化財課主査
　福島　伸孝
○パネルディスカッション

「歴史文化的資源を活かした地方
都市再生の展望」
コーディネーター：浅野　聡さん　
パネリスト：川上　光彦さん、
出村　嘉史さん、福島　伸孝
○報　告　「夏の科学実習」
　上野高等学校理数科 1 年生
【対象者】　伊賀地域在住の人
【定　員】　120 人
【申込方法】　住所・氏名・電話番号・
勤務先または職種を電話、ファック
ス、E メールのいずれかでお伝えく
ださい。
【申込先・問い合わせ】　三重大学　
伊賀サテライト伊賀研究拠点
　☎ 41-1071　FAX 41-1062
　　iga-kyoten@crc.mie-u.ac.jp
【担当課】　商工労働課

第 17 回三重大学発産学官
連携セミナー in 伊賀

募集

【と　き】

　2 月 1 日㈮　午後 7 時～ 9 時
【ところ】　本庁舎　5 階 501 会議室
【内　容】　LGBT など性的マイノリ
ティの人権課題や、伊賀市パート
ナーシップ宣誓制度について、楽し
くわかりやすく学べる講座です。
○講師

　　（一社）ELLY 代表　山口　颯一さん
○ゲストスピーカー

　加納　克典さん・嶋田　全宏さん
（パートナーシップ宣誓をした
カップル）

【定　員】　80 人
【申込方法】　氏名・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。
【申込期間】　1 月 7 日㈪～ 25 日㈮
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　FAX 22-9684
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

市民人権講座
「LGBT をもっと知ろう！」

募集

離乳食教室募集

【と　き】　２月５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・
ファックス・来庁のいずれかでお伝
えください。
【申込開始日】　１月 15 日㈫
【申込先・問い合わせ】

　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

三重県営住宅入居者募集募集

【申込方法】　三重県伊賀建設事務所
（四十九町 2802 番地）または伊賀
南部不動産事業協同組合にある申込
用紙に必要事項を記入の上、郵送し
てください。
※募集する住宅など、詳しくはお問

い合わせください。
【申込期限】

　１月 31 日㈭　※消印有効
【申込先・問い合わせ】

　〒 514-0008
　津市上浜町 1 丁目 5 － 1
　エトアール津 102 号　
　伊賀南部不動産事業協同組合
　☎ 059-221-6171
【担当課】　住宅課

　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
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
「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
　　shougai@city.iga.lg.jp
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　2021 年 に
開 催 さ れ る
第 76 回国民
体育大会「三
重とこわか国
体」のデモン
ストレーションスポーツとして伊賀
市で実施する伊賀流手裏剣打スポー
ツとキンボールスポーツのボラン
ティア普及隊を募集します。
【活動内容】

　各種イベント会場等におけるＰＲ
活動、競技の実演

【対　象】

　伊賀流手裏
剣 打 ス ポ ー
ツ、キンボー
ルスポーツに

興味があり、意欲的な取り組みが行
える市内在住・在学・在勤の中学生
以上の個人もしくは団体、市内に活
動の拠点を有する団体（応募時点で
18 歳未満の人は保護者の同意が必
要です。）
【募集人数】

　各 10 人程度
【その他】

　報酬は無償です。交通費・食費な
どは自己負担です。
【応募先・問い合わせ】

　三重とこわか国体伊賀市実行委員
会事務局（国体推進課内）
　☎ 43-9100　FAX 43-9102

伊賀市デモンストレーション
スポーツ普及隊

募集 園芸教室（春の花コース）
お知
らせ

【と　き】

①３月１日㈮　②３月８日㈮
③３月 12 日㈫　④３月 15 日㈮
※すべて午後１時 30 分～３時
【ところ】　①③伊賀の里育ち温室
（川東 1501 番地）
②阿山公民館　④島ヶ原会館
【内　容】　
　講師：園芸研究家　奥　隆善さん
【対象者】　市内在住の人
【料　金】　１回 1,200 円（材料費）
【定　員】　①③ 50 人　②④ 30 人
※応募者多数の場合は２月７日㈭午

前 11 時よりハイトピア伊賀５階
で公開抽選を行います。

　当選後のキャンセルは開催１週間
前まで可能ですが、その後のキャ
ンセルはできません。

【申込方法】　生涯学習課、各地区公
民館にある申込書に必要事項を記入
の上、申し込んでいただくか、生涯
学習課へ郵送またはファックスでお
送りください。
※複数回の申し込みや電話での申し

込み受付はできません。
【申込期間】　１月 22 日㈫～ ２月５
日㈫（消印有効）
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込先・問い合わせ】　
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀５階　生涯学習課
　☎ 22-9637　FAX 22-9692

募集 平成 31 年度国有林モニター募集

　国有林の事業運営などについて、
ご意見やご要望をお聞きし、国有林
野行政に反映させるため、国有林モ
ニターを募集します。
【任　期】

　4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
※対象者や応募方法など詳しくは、

近畿中国森林管理局ホームページ
（http://www.rinya.maff.go.jp/
kinki) をご覧ください。

【応募締切】　１月 31 日㈭
【応募先・問い合わせ】

　近畿中国森林管理局企画調整課
　☎ 06-6881-3406
【担当課】　農林振興課

認知症サポーター養成講座募集

【と　き】　２月 23 日㈯
　午後１時 30 分～３時
【ところ】

　上野東部地区市民センター
【内　容】

　認知症について理解し、地域で見
守っていただくサポーターを養成す
る講座です。
【定　員】

　30 人　※先着順
【申込方法】

　電話・ファックス
【申込開始日】　１月 15 日㈫
【申込先・問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

赤ちゃんの健診と相談（２月分）

１歳６カ月児健診  2 月 19 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）

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
　健康手帳をご持参ください。

３歳児健診
（３歳６カ月児）

 2 月 21 日（木） 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）

乳幼児相談

 2 月 1 日（金） 午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター

育児相談・栄養相談
※母子健康手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
 健康推進課　☎ 22-9653
 青山保健センター　☎ 52-2280
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016

 2 月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター

 2 月 15 日（金）
午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

 2 月 18 日（月） 午前 10 時～ 11 時 島ヶ原子育て支援センター

 2 月 20 日（水） 午前 10 時～ 11 時 青山子育て支援センター

 2 月 25 日（月） 午前 10 時～ 11 時 大山田保健センター

健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など


