【問い合わせ】農林振興課
☎ 22-9713 ＦＡＸ 22-9715
nourin@city.iga.lg.jp

◆ 農園で作物を栽培・収穫しませんか

市民ふれあい農園利用者募集
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
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。
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

【利用期間】
契約月～ 2020 年 3 月 31 日（継続更新可）

※途中解約はできません。
※申込方法など詳しくは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
（伊賀市農業公園管理棟内）
☎／ＦＡＸ 39-1250

【ところ】 予野・青蓮寺開畑地内
【募集区画】
○小区画
50㎡・211 区画
○大区画 100㎡・ 35 区画
※１人何区画でも利用できます。
【利用料】
○小区画 年間 15,000 円／区画
○大区画 年間 30,000 円／区画
※利用期間が 12 カ月に満たない場合は月割り額にな
ります。
※ 100㎡以上の区画利用で割引があります。
【付帯施設】
ログハウス（管理棟）
・トイレ・ロッカー・シャワー
（有料）
・農機具（一部有料）

◆ 小学校で働く臨時・嘱託職員を募集します

【問い合わせ】教育総務課
☎ 22-9644 ＦＡＸ 22-9647
kyoui-soumu@city.iga.lg.jp

臨時給食調理員・学校用務嘱託員募集
【募集人数】 いずれも若干名
【応募資格】 昭和 24 年 4 月 2 日以降に生まれた人（学
校用務嘱託員のみ）
【勤務時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※学校により勤務時間を変更する場合があります。

【応募先】
〒 518-8501 伊賀市四十九町 3184 番地
伊賀市教育委員会教育総務課

【勤務場所】 市内小学校
※賃金など詳しくはお問い合わせください。
【応募方法】
履歴書を郵送または持参で提出してください。
【選考方法】 面接
※選考結果は応募者全員に通知します。
【応募期限】 3 月 15 日㈮ 午後 5 時
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伊賀市青少年センター移転

お知
らせ

もしものときの
スポーツ安全保険

お知らせ
催
し
募 集
まちかど通信
コラム

伊賀市青少年センターは、4 月 1
スポーツ安全保険はスポーツや文
日㈪より、上野中町 2976 番地の
１（上野ふれあいプラザ内）から、 化・ボランティア活動、地域活動の
ときに起こった傷害事故や賠償責任
上友生 785 番地（伊賀市教育研究
を負う事故を補償する保険です。
センター１階）へ移転します。
【対象者】 アマチュアで４人以上の
【問い合わせ】
団体やグループ
○生涯学習課
【保険期間】
☎ 22-9679 ＦＡＸ 22-9692
４月１日～ 2020 年３月 31 日
○青少年センター
※年度の途中でも加入できます。
☎／ＦＡＸ 24-3251
※掛け金は、加入区分によって異な
ります。
催し 第21回「雪解」のつどい
【問い合わせ】
伊賀市ゆかりの作家 ･ 横光利一
スポーツ安全協会三重県支部
は、中学時代を伊賀の三重県立第三
☎ 059-372-8100
中学校（現上野高等学校）ですごし、 【担当課】 スポーツ振興課
このころの経験をもとに『雪解』を
執筆しました。
映像や朗読を通して、 お知
らせ 上野コミュニティバス「しらさぎ」
文豪の息吹に触れてみませんか。
バスロケーションシステム導入
【と き】 ３月 17 日㈰
午後１時 30 分～４時
【ところ】 ハイトピア伊賀
５階多目的大研修室
【テーマ】
「若者の見た横光利一」
【内 容】
○高校生ビブリオバトル：
アプリによる情報配信により、利
オススメの横光作品はこれだ！
用者の皆さんがスマートフォンでバ
（出場：伊賀地域の高校生）
スの走行位置や遅れの有無を確認し
○講 演：新世紀の横光利一
たり、時刻や経路を検索できるバス
～その魅力と可能性～
ロケーションシステムを４月１日㈪
講 師：埼玉学園大学 准教授
から導入します。
掛野 剛史さん
詳しくは、３月下旬に市ホーム
会場には横光作品のイメージ絵巻
ページでお知らせする予定です。
を展示します。
（制作：絵手紙グルー
【問い合わせ】
プ「いろは」
）
交通政策課
【参加費】 300 円（資料代）
☎ 22-9663
※高校生以下無料
ＦＡＸ 22-9694
【問い合わせ】 文化交流課
市ホームページ▶
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9619

催し

被爆２世アオギリ植樹式

図書・救急など

原爆に耐えて、現在も生き続ける
広島の被爆樹木の苗木を、市民の平
和の象徴として植樹します。
【と き】
3 月 19 日㈫ 午後 1 時 30 分～
【ところ】
本庁舎 北側駐車場
【問い合わせ】 人権政策課
☎ 22-9683 ＦＡＸ 22-9684
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お詫びと訂正

広報いが市 12 月 15 日号８ペー
ジに掲載した「もっと知りたい！伊
賀のこと（答え）」の記事の内容に
誤りがありました。お詫びして訂正
します。
誤）伊賀神戸
正）伊賀上野
【問い合わせ】 広聴情報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

広報いが市 2019 年（平成 31 年）3 月１日号

伊賀市の人口・世帯数

（平成 31 年 1 月 31 日現在）
人口 92,125 人
（男）45,199 人
（女）46,926 人
世帯数 40,418 世帯

芭蕉翁記念館
だより

皆さんは春らしさをどのような
時に感じますか。卒業式や入学式
などのイベントで春を意識する人
もいれば、桜の開花で意識するな
ど、人によってさまざまでしょう。
芭蕉さんは元禄 6（1693）年
に次のような句を詠み、春らしさ
を表現しました。
春もやゝけしきとゝのふ月と梅
（春もややけしきととのう月と梅）
おぼろ づ き

「朧 月 の下で梅花がほころび、
やっと春らしい様子が整ってきた
ことだ」という意味の句です。朧
月とはぼんやりと霞んだ月のこと
で、春の月を表します。芭蕉さん
は朧月や梅の様子に本格的な春の
到来を見出しました。
○冬の企画展
3 月 13 日㈬まで
○平成 31 年度春の企画展
3 月 16 日㈯～ 6 月 30 日㈰
【問い合わせ】
○文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9619
○芭蕉翁記念館 ☎ 21-2219

今月の納税
●納期限

4 月 1 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

