
　システム改修作業のため、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。

【休止期間】　4 月 23 日㈫　終日
【問い合わせ】　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　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】　5 月 14 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）

【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

【と　き】　５月３日（金・祝）
　午前 10 時～午後 4 時

【ところ】　伊賀鉄道忍者市（上野市）
駅下車すぐの上野市車庫

【内　容】　

○軌道自転車走行体
験（線路などの保
守作業用として使
われていた２人乗
り自転車で、車庫
線内を走行）

○ 200 系車両の撮
影会

○車掌体験（伊賀鉄道の制服を着て、
車内放送や車両の扉の開閉体験）

○伊賀線ジオラマ、鉄道模型コー
ナー

○運転シミュレーション体験
○鉄道グッズの販売（伊賀鉄道・養

老鉄道ほか）
○三重交通によるバス展示・グッズ

販売
○キャラクターとふれあおう！　など
※内容は天候などにより変更する場

合があります。
【問い合わせ】

○伊賀鉄道㈱総務企画課
　☎ 21-0863
○交通政策課
　☎ 22-9663　℻   22-9694

　４月分から次の手当月額を引き上
げます。
○特別障害者手当
　26,940 円⇒ 27,200 円

○障害児福祉手当
　14,650 円⇒ 14,790 円

○福祉手当（経過措置分）
　14,650 円⇒ 14,790 円

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻   22-9662

　 広 報 い が 市
2 0 1 3 年 1 0
月 １ 日 号 か ら
2017 年 11 月
１日号まで 50
回にわたり掲載
した「市長の伊
賀じまん」を総
集編として発行
します。

【頒布場所】

　広聴情報課・各支所振興課（上野
支所を除く。）※１冊 500 円

【発売開始日】

　４月 22 日㈪
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

【義援金総額】　3 月 15 日現在
○東日本大震災
　64,596,069 円
○熊本地震災害
　595,931 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　30,212 円
○バングラデシュ南部避難民
　31,403 円
○平成 30 年７月豪雨災害
　269,400 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　79,122 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　1 階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

　４月 23 日は「子ども読書の日」
です。子どもの読書への関心と理解
を 深 め る と と も
に、子どもが積極
的に読書する意欲
を高めるために定
められています。
　 ぜ ひ こ の 機 会
に、子どもと一緒に読書を楽しんで
みてください。
　また、上野図書館や図書室では、

「本の読み聞かせ」などのイベント
を年間を通して企画していますの
で、ご利用ください。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

　平成 7 年から、生涯学習施設と
して利用していただきましたが、3
月 31 日㈰をもちまして閉館しまし
た。長らくのご利用ありがとうござ
いました。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

特別障害者手当などの
手当月額の改定

お知
らせコンビニ交付サービスの休止

お知
らせ

子ども読書の日
お知
らせ

栄楽館の閉館について
お知
らせ

「市長の伊賀じまん」発行
お知
らせ

義援金受け入れ状況
お知
らせ

いが　オレンジカフェ催し

伊賀線まつり2019催し

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　古い町家の一階の足元に沢山
の細い竹を曲げて作った柵があ
りますが、これを（　　　）と
いいます。
①竹矢来　②曲矢来　③犬矢来
④牛矢来

（答えは 14 ページ）

伊賀のこと
もっと

知りた
い！

問題

※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。

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日894
デモンストレーションスポーツ
普及隊募集中
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

【と　き】　5 月 24 日㈮　
　午前 10 時～ 11 時 30 分
※荒天中止

【ところ】　余野公園
　（柘植町 1065 番地の 4）

【内　容】　ノルディックウォーキン
グは、２本のポールを使って歩く全
身運動で、初心者でも安心して体験
できます。
講師：全日本ノルディック・ウォーク
連盟　公認指導員　大久保　慶三
さん

【対象者】　18 歳以上の人
【定　員】　30 人
※定員を超えた場合は抽選となり、

結果は郵送します。
【申込方法】

　電話または市ホームページから申
し込むか、生涯学習課または各公民
館にある申込書に記入の上、ファッ
クス・郵送・持参のいずれかで申し
込んでください。
※ポールは当日貸し出しができま

す。希望する場合は１人 200 円
が必要です。

【申込期限】

　5 月 10 日㈮
【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　℻   22-9692
　※土・日曜日は生涯学習センター
　（☎ 22-9801）

【応募資格】

　次の全てに当てはまる人
○ 20 歳以上の健康な人
○税務・選挙・警察用務に直接関わ

りのない人
【勤務形態】

　任命期間中は非常勤の公務員で
す。任命期間は 2 カ月前後ですが、
毎日業務に従事する必要はなく、あ
らかじめ指定された期間内に調査事
務を行います。調査従事については
その都度連絡します。

【勤務内容】　調査対象への訪問、調
査票の配布や回収など

【勤務場所】　市内
【報酬】

　１つの統計調査あたり２～５万円
※調査ごとに、活動日数や調査対象

数などを考慮して定められます。
【申込方法】　電話
※申し込みは随時受け付けています。

【選考方法】　面接
【申込先・問い合わせ】　総務課
　☎ 22-9601　℻   22-9672

【申込期間】

　4 月・7 月・10 月・1 月 の 第 1
火曜日～月末

【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記入
し、郵送してください。
※募集する月末日の消印有効
※募集する住宅など、詳しくはお問

い合わせください。
【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

　伊賀上野 NINJA フェスタ 2019
の協賛イベントとして、伊賀の魅力
がたくさん詰まった商品が一堂に会
する大物産展を開催します。
　伊賀ブランド ｢IGAMONO｣ 認
定品の販売のほか、NINJA フェス
タ期間中ならではの商品の販売や
ゲームなど、伊賀の魅力満載の 1
日です。

【と　き】　5 月 5 日（日･祝）
　午前 10 時～午後 5 時
※荒天中止

【ところ】　ハイトピア伊賀
　多目的広場

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻   22-9695

　ＪＲ関西本
線沿線の魅力
を発信するた
めのウォーク
イベントを開
催します。
　史跡などを
巡ったあと、
ゴールの余野公園では約 15,000 本
の美しいつつじと、当日開催される

「つつじ祭」をお楽しみください。
【と　き】　５月 12 日㈰
　午前 9 時～ 11 時 30 分頃
　（受付：午前 8 時 40 分～）
※小雨決行。つつじ祭が中止の場合

は、ウォークの開催も中止します。
※中止の場合は当日午前７時に決定

しますので、伊賀市商工会へご確
認ください。

【集合場所】　ＪＲ柘植駅前
※公共交通機関でお越しください。

【内　容】　ＪＲ柘植駅―都美恵神社
―徳永寺―横光利一文学碑・柘植歴
史民俗資料館 ―風の森社跡―余野
公園（総距離約４km）
※ＪＲ柘植駅までお帰りの際は、

ウォーク参加者専用シャトルバス
をご利用ください。

※小学生以下は保護者同伴
【持ち物】　飲み物・敷物など
※歩きやすい服装でお越しください。

【問い合わせ】

○交通政策課
　☎ 22-9663　℻   22-9694
○伊賀市商工会
　☎ 45-2210

IGAMONO駅前マーケット催し

つつじ祭ウォーク催し

はじめましょう！
ノルディックウォーキング

募集 伊賀市登録統計調査員募集

三重県営住宅入居者募集

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  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」

　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　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
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