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◆所得税青色申告決算等説明会

【とき・ところ】

○11月18 日㈪　午後１時～３時
　ハイトピア伊賀　3 階ホール
○11月 22 日㈮　午前 10 時～正午
　名張市防災センター　２階防災研修室
　（名張市鴻之台１番町２）
※名張市防災センターに車でお越し

の人は、名張市役所駐車場をご利
用ください。

◆年末調整等説明会

【とき・対象者】

○11月19 日㈫
　午後１時 30 分～３時 30 分

郵便番号が〒518-0000～〒518-
0227 の人、前 3 桁が〒 519 の人

○11月 20 日㈬　午前 10 時～正午
郵便番号が〒518-0801～〒518-
1429 の人

【ところ】

　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
※年末調整等説明会に関する書類

は、対象者に事前に送付しますの
で、当日必ず持参してください。

◆消費税軽減税率制度等説明会

【とき・ところ】

○11月18 日㈪　午後３時～４時
　ハイトピア伊賀　３階ホール
○11月19 日㈫
　午後３時 30 分～４時 30 分
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
○11月 20 日㈬　午後１時～２時
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室

【問い合わせ】

○所得税青色申告決算等説明会
　上野税務署個人課税第一部門
　☎ 21-0289
○年末調整等説明会・消費税軽減

税率制度等説明会
　上野税務署法人課税部門
　☎ 21-0953

【担当課】　課税課

　伊賀市と志摩市は、平成 27 年か
ら物産交流イベントを実施してお
り、今年は伊賀市が会場になりま
す。市内で同日開催される伊賀風土
FOOD マーケット＆マーケットノ
トナリ（ハイトピア伊賀多目的広場）
と、ひぞっこ 4 周年感謝祭（平野
西町１番１）と連携して、「海の志
摩市」と「山の伊賀市」の魅力を市
内外に発信します。今年は尾鷲市も
参加します。

【と　き】　12 月８日㈰
　午前 10 時～午後３時

【ところ】

　上野公園第２・第３駐車場
【内　容】　伊賀米・伊賀牛などを
使った食べ物、伊賀焼、伊賀酒、志
摩市・尾鷲市の特産物などの販売、
ステージイベントなど

【問い合わせ】

　伊賀市・志摩市交流事業実行委員会
　（農林振興課内）
　☎ 22-9713　℻   22-9715

【と　き】　11 月 24 日㈰
　午後２時～３時 30 分

【ところ】

　ヒルホテルサンピア伊賀
　（西明寺 2756 番地の 104）

【内　容】

演題：時代をよむ
　～人生 100 年時代を
　どう生きる～
講師：ジャーナリスト
　田原　総一朗さん

【問い合わせ】

○（一社）伊賀医師会　☎ 23-5550
○医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

　歌・踊り・演奏など やまなみ文化
協会の 11 サークルが出演します。

【と　き】

　11月 23 日（土・祝）　正午～
【ところ】

　西柘植小学校　体育館
【問い合わせ】

　やまなみ文化協会事務局
　（いがまち公民館）
　☎ 45-9122　℻   45-9160

　本庁舎停電のため、次の期間は、
コンビニエンスストアにあるマルチ
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】

　11 月 23 日（土・祝）
　午前６時 30 分～午後３時

【問い合わせ】

　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　８月中旬に、対象と思われる人へ
申請書を郵送しました。申請期限は
12 月２日㈪です。申請期限を過ぎ
ると商品券の購入に必要な購入引換
券は受け取ることができません。早
めに申請してください。
※詳しくは広報いが市 8 月 1 日号

18 ページをご覧ください。
【申請先・問い合わせ】

　伊賀市プレミアム付商品券担当窓口
　☎ 22-9696　℻   22-9695

　10 月 15 日号でお知らせしたパ
ブリックコメント募集について、次
のとおり募集期間を変更します。皆
さんのご意見をお待ちしています。

【募集期間】

　10 月 16 日㈬～ 11 月 14 日㈭
【問い合わせ】

　文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619

　火災を想定して消防車が集まり市
職員が消防救助訓練を行います。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

【と　き】　11 月 19 日㈫
　午後１時 30 分～２時 30 分

【ところ】　本庁舎
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610
　℻   24-2440

海の幸・山の幸
物産まつり 2019

催し 上野税務署説明会催し コンビニ交付サービスの休止
お知
らせ

市役所総合消防訓練
お知
らせ

伊賀市文化振興条例（案）
パブリックコメント期間変更

お知
らせ

伊賀市プレミアム付商品券の
購入申請はお済みですか

お知
らせ

在宅医療普及啓発事業講演会催し

やまなみ文化祭催し 　　

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

広報いが市PDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
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　地域の皆さんの日頃の取り組みの
成果を展示します。力作をご覧くだ
さい。

【と　き】　11 月９日㈯～ 11 日㈪
　午前 9 時～（午後 5 時閉館）
※ 11 日㈪のみ午後１時閉館

【ところ】　青山ホール
【内　容】　絵画・書・彫塑・写真・
工芸・生花など

【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

第 4 回おはなし広場

　人形劇ボランティア“マンマミーダ”
による楽しい人形劇と紙芝居です。
　演目は「かさじぞう」です。絵本
でなじみのあるお話しを人形劇でお
楽しみください。

【と　き】　11 月 28 日㈭
　午前 10 時 30 分～ 11 時

【ところ】　青山図書室
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。

【と　き】　11 月 26 日㈫
　午後１時 30 分～４時

【ところ】

　名張市役所　会議室 304
　（名張市鴻之台１番町１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　℻   52-2281

　大地震に備えるため、一緒に避難
所運営に関する防災・減災を考えて
みませんか。

【と　き】　11 月 17 日㈰
　午後１時 30 分～４時

【ところ】

　前田教育会館　蕉門ホール
　（大谷 670 番地）

【内　容】

　「大災害の避難所運営を考える」
講師：

○第１部　津市南が丘地区自主防災
　協議会　会長　中村　保親さん
○第２部　NPO 法人益城だいすき
　プロジェクト・きままに
　代表理事　吉村　静代さん

【問い合わせ】

○（公財）三重県建設技術センター
　研修業務課
　☎ 059-229-5624
　℻   059-229-5621
○総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻   24-0444

【と　き】

○第６回：11 月 26 日㈫
○第７回：令和２年１月 28 日㈫
※すべて午後１時 30 分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】

○第６回
　演題：笑いヨガリーダーによる笑

　　　いのお話
　講師：笑いヨガリーダー
　　　　藤川　直紀さん
○第７回
　演題：伊賀市の外国人事情と外国

　　　人との共生社会
　講師：鈴鹿大学
　　　　国際地域学部教授
　　　　細井　和彦さん

【対象者】　20 歳以上の人
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　℻   22-9692

人形劇がやってくる催し

【と　き】　11 月 24 日㈰
　午前 10 時～午後３時 30 分

【ところ】　あやま文化センター
【内　容】　臨床検査技師による健康
診査体験（骨密度測定・血管硬さ測
定・物忘れ検査・頸動脈エコー）

【定　員】

　頸動脈エコーのみ先着 140 人
※整理券当日配布（午前９時30分～）

【問い合わせ】

　三重県臨床検査技師会事務所
　☎ 059-231-1818
　（平日午前 11 時～午後１時）

【担当課】　健康推進課

◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　「一人ひとりが生きやすい社会の 

　ために～性のあり方から考える～」

【と　き】

　11 月１日㈮～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 11 月 12 日㈫・19 日㈫は午後

７時 30 分まで延長します。
【ところ】

　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】

　寺田市民館
　☎／℻   23-8728

◆いがまち人権パネル展

　「女性の人権問題」

【と　き】

　11 月５日㈫～ 21 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※ 11 月７日㈭・14 日㈭は午後７

時 30 分まで延長します。
【ところ】

　いがまち人権センター
【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

検査と健康展 in 伊賀催し 第５４回青山ふるさと美術
文化展覧会

催し 三重県建設技術センター
第１回地域防災講演会

催し

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

　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

人権パネル展催し

悠々セミナ－催し
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