
　深刻化する多重債務問題を解決す
るため、平成 19 年４月に「多重債
務者問題改善プログラム」が決定さ
れ、取り組みが進められています。
今年も常設相談窓口の認知度を上げ
るために、「多重債務者相談強化キャ
ンペーン 2019」期間中に電話によ
る無料相談を行います。

【と　き】

○ 12 月８日㈰
　午前 10 時～午後 3 時
○ 12 月 14 日㈯
　午後 5 時～ 8 時

【電話番号】　☎ 059-224-2644
※相談日当日のみつながります。
※相談は無料ですが、通話料がかか

ります。
※相談は 1 時間程度を限度にお聞

きします。
【問い合わせ】

　三重県環境生活部くらし・交通安全課
　☎ 059-224-2400

【担当課】　市民生活課

　三重県指定有形文化財（建造物）
春日神社拝殿の解体修理工事に伴う
公開講座を開催します。

【と　き】　12 月 14 日㈯
　午後１時 30 分～

【ところ】

　春日神社（川東 613 番地）
【内　容】

○演題：春日神社と絵馬
　講師：文化財課主幹　福島　伸孝
○部材調査報告と現場、修理部材な

どの見学
　講師：工事監理・現場工事担当者

【問い合わせ】　文化財課
　☎ 22-9678　℻   22-9667

　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】　12 月 10 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

　伊賀文学振興会による連続講座を
開催します。
第１回「作家・岸宏子の素顔と作品」

【と　き】　12 月１日㈰
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】

　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】

○Ⅰ部：座談会
　「読書会会員と親族が語る素顔」
　身近に接した普段着の作家を紹介
○Ⅱ部：
　報告①
　「岸宏子の見た〈伊賀〉と交友の輪」
　報告②
　「岸作品の特色と作品データ紹介」

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　℻  22-9619

「ここまでできる 当院の循環器疾

患・脳血管疾患・画像診断」

　皆さんの健康増進のために市民公
開講座を開催します。

【と　き】

　12 月 14 日㈯　午後２時～４時
【ところ】　上野総合市民病院
　西館１階会議室

【内　容】

○第１部　午後 2 時 10 分～
　「心不全の診断・検査・治療について」
　講師：循環器内科医長
　　　　児玉　健二
○第２部　午後 2 時 40 分～
　「脳梗塞の診断・検査・治療について」
　講師：脳神経外科部長
　　　　新阜　宏文
○第３部　午後 3 時 10 分～
　「最先端の画像診断（腫瘍・認知症）について」
　講師：放射線科医
　　　　岡田　幸法

【問い合わせ】　地域医療連携室
　☎ 41-0061　℻   41-0068

借金のお悩み電話相談催し

公開講座
「春日神社と絵馬」

催し

市民公開講座催し

※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。

終日一車線規制

　神野口 IC ～針 IC（大阪方面行き）
　12 月２日㈪　午前９時～13 日㈮
　午後 5 時
夜間通行止め

　関 IC ～伊賀 IC（上下線）
　12 月２日㈪～ 11 日㈬
　午後９時～午前５時
※土・日曜日は除く。
※天候により日時が変わる

場合があります。
【問い合わせ】

○国土交通省中部地方整備局
　北勢国道事務所
　☎ 0595-82-3937
○企画管理課
　☎ 22-9723　☎ 22-9724

東柘植村役場に届いた軍事郵便

～日露戦争における兵士の便り～

　東柘植村から日露戦争へ出征した
兵士の手紙を展示します。戦場の厳
しさや生命の尊さ、異国での生活な
ど手紙に込めた思いを紹介します。

【と　き】

　令和２年１月 12 日㈰まで
　午前９時～午後４時 30 分
※月曜日・年末年始を除く。

【ところ】

　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【問い合わせ】

○柘植歴史民俗資料館
　☎・℻   45-1900
○文化財課
　☎ 22-9678　℻   22-9667

連続講座〈文学の伊賀　再発見〉催し

いが　オレンジカフェ催し

柘植歴史民俗資料館企画展催し

　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

名阪国道リフレッシュ工事
お知
らせ

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※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/

「あんしん・防災ねっと」
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市ホームページアドレス　https://www.city.iga.lg.jp/

　住まい探しにお困りの人を対象に
賃貸住宅相談会を行います。伊賀市
周辺で住まいを探している人は気軽
にご相談ください。

【と　き】

　11 月 27 日㈬　午後１時～４時
【ところ】　上野ふれあいプラザ
　３階中会議室

【対象者】

　市内で賃貸住宅をお探しの、高齢
者・障がい者・外国人・子育て世帯・
所得の少ない人

【内　容】

　伊賀市社会福祉協議会職員・不動
産店員（三重県あんしん賃貸住宅協
力店員）・県・市職員が住まい探し
の相談に応じます。
　また、賃貸住宅を管理する家主さ
んなどの相談にも応じます。

【問い合わせ】

○住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736
○（福）伊賀市社会福祉協議会
　☎ 22-0084
○三重県県土整備部住宅政策課
　☎ 059-224-2720

【と　き】　12 月 8 日㈰
　午前９時 30 分～午後１時

【ところ】

　JA いがふるさと阿山支店
　2 階調理室
　（馬場 93 番地の 1）

【内　容】　キルギス家庭料理
　講師：南出　幸子さん

【対象者】

　小学生以上
【料　金】

　1,000 円
【持ち物】

　エプロン、
マスク、三角巾

【定　員】　20 人
【申込方法】　電話
【申込期間】

　11 月 22 日㈮～ 29 日㈮
※土・日曜日、祝日は除く。

【申込先・問い合わせ】

　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　℻   22-9631
　 mie-iifa@ict.jp

【担当課】

　市民生活課

　個性的で魅力あふれる地域づくり
を推進するため、市民公益団体が令
和２年度に実施する事業について、
市がその経費の一部を補助します。
◆基礎支援

　団体の立ち上げや団体の基盤確立
が見込める事業
◆課題発見支援

　団体が事業や運営方法を振り返
り、その課題解決を図る事業
◆協働促進支援

○市が定めたテーマに沿って、市と
団体が協働して実施する事業

　テーマ：三重とこわか国体提供弁
　　　　　当レシピ考案事業
○さまざまな主体が協働して地域課

題などを解決しようとする事業
※交付の条件や補助率など詳しくは

市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

【応募期間】

　11 月 20 日㈬～令和２年１月 10
日㈮

【応募先・問い合わせ】

　地域づくり推進課
　☎ 22-9639　℻   22-9694
　 chiikidukuri@city.iga.lg.jp

　弁護士・税理士・社会福祉士など
専門家が相談にお応えします。

【と　き】　12 月８日㈰
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】

○賃金不払い　○不当解雇　○年
金・税金・介護・子育て・ローン（住宅・
自動車・教育・介護）に関する相談
○奨学金の返済　○さまざまな保険
の保障見直し　○住宅新築・建替え・
リフォーム・住宅のトラブル

【定　員】
　15 組程度　※先着順
※申込者多数の場合はお断りする場

合があります。
【申込期間】

　11 月 22 日㈮～ 12 月４日㈬
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。

【担当課】　商工労働課

世界なっ得ゼミナール募集

令和２年度
地域活動支援事業補助金

募集 賃貸住宅相談会催し

暮らしなんでも相談募集

　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】　12 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】

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

【と　き】

　11 月 30 日㈯　午後１時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【内　容】

　空き家に係る不動産売買・管理、
相続・贈与に係る名義変更、成年後
見、土地の境界確定・紛争、建築物
の耐震・リフォーム、不動産鑑定、
資産活用、空き家の除却、空き家バ
ンク制度など、空き家に関するさま
ざまな相談。

【相談員】　宅地建物取引士・税理士・
司法書士・土地家屋調査士・不動産
鑑定士・建築士や建設業の専門家

【問い合わせ】

　市民生活課空き家対策室
　☎ 22-9676　℻   22-9641

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と　き】

　12 月 14 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】

　ハイトピア伊賀　３階
【対象者】

　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【申込先・問い合わせ】

　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前 9 時～午後 4 時）
※土・日曜日、祝日を除く。

【担当課】　課税課

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

空き家相談会催し

税理士相談会催し
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