
　伊賀上野NINJAフェスタ 2020 のお手伝いをして
いただけるボランティアスタッフを募集します。楽し
みながら参加してみませんか。
【期間・内容】
　５月２日㈯～６日（水・祝）
○イベントボランティア
　ゲーム進行や受付など
○忍者衣装着付けボランティア
　忍者衣装着用の手伝い
【ところ】
　各イベント会場（中心市街地）
【対象者】
　16歳以上で、責任を持って参加できる人

※ 18歳未満の場合は、保護者の同意を得られた人に
限ります。

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望日（現時点
で決まっていなくても結構です。）を記入の上（様式
自由）、下記まで申し込んでください。
【申込期限】　２月 28日㈮
※昼食は各自でご用意ください。
※事前に説明会があります。
※詳細は改めて申込者に連絡します。
【申込先】
　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
　（観光戦略課内）

◆ 伊賀上野 NINJA フェスタ 2020

ボランティアスタッフ募集
【問い合わせ】観光戦略課　☎ 22-9670　℻   22-9695　 kankou@city.iga.lg.jp

◆第 291回忌　土芳忌
【と　き】　1月 18日㈯
○墓前法要：午前 10時 30分～ 11時
○講　　話：午前 11時～ 11時 30分
【ところ】　西蓮寺（長田 1931番地）
【講　師】　文化交流課　学芸員　髙井悠子
※送迎バスは事前に申し込みが必要です。
上野公園入口ロータリー～西蓮寺～ハイトピア伊賀
（上野公園入口ロータリーを午前 10時発）

【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　☎ 21-4081　℻   51-6796

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】
　１月 18日㈯　午後１時 45分～４時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　5階学習室２
【選　者】
　喜多冨美さん、坂石佳音さん、永井みよさん
　東構東子さん、福山良子さん
【投句数】　１人３句以内
　投句：午後０時 30分～１時 15分
※事前申し込み不要です。

　松尾芭蕉の伊賀蕉門の中心人物として活躍し、芭蕉の俳論を後世に残した服部土芳を偲び、法要と俳句会を開
催します。

◆ 蓑虫庵主　服部土芳を偲びます

土芳忌・土芳を偲ぶ俳句会
【問い合わせ】文化交流課　☎ 22-9621　℻   22-9619　 bunka@city.iga.lg.jp

NINJAフェスタ協賛イベントを募集します
　伊賀上野NINJA フェスタ 2020 の趣旨に合い、
このフェスタ開催期間中（５月２日㈯～５月６日（水・
祝））とNINJA フェスタ月間（４月４日㈯～５月６
日（水・祝））に実施する「忍者」をテーマにした協賛
イベントを募集します。
【申込方法】
　観光戦略課にある申込書に必要事項を記入の上、
ファックス・郵送・Ｅメールのいずれかで申し込ん
でください。申込書は市ホームページからもダウン
ロードできます。

【企画の採択】　提出された企画内容が本事業の趣
旨・目的（「伊賀流忍者を盛り上げる」など）に合
うかを実行委員会で審査します。採択された事業の
うち、必要と認められた場合は、予算の範囲内で経
費を助成します。ただし、事業収入があるなどの理
由で助成できない場合があります。
【申込期限】　１月 31日㈮
【申込先】
　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
　（観光戦略課内）

【募集戸数】
○荒木団地：１戸
○木根団地：２戸（内１戸は優先入居）
○下川原団地（子育て支援世帯）：1戸
※単身での入居はできません。
※優先入居の対象世帯は、母子世帯・老人世帯（60
歳以上）・心身障がい者世帯・生活保護世帯です。
優先入居を希望する人は、証明書などを添付してく
ださい。
※子育て支援世帯は、0歳から義務教育終了までの子
と同居し、かつ養育している世帯です。

【入居資格】　次のすべてに該当する人
○市内在住または在勤の人（外国籍の人は、国内に 2
年以上継続して居住していること。）
○同居人も含めて市税などを滞納していないこと。
○過去に市営住宅に入居していた人で、家賃・駐車場
使用料・共益費などを滞納していないこと。
○現在、住宅に困窮していることが明らかであること。
○同居しようとする親族（婚約者を含む。）がいること。

○公営住宅法に定める所得基準に適合していること。
○独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入がある
連帯保証人が２人いること。（連帯保証人のうち１
人は市内在住または在勤であること。）
○暴力団員でないこと。
【申込方法】
　住宅課・各支所振興課（上野支所を除く。）にある
申込用紙に必要事項を記入・押印の上、郵送または持
参で住宅課へ提出してください。
※持参の場合は各支所振興課（上野支所を除く。）で
も受け付けます。
※土 ･日曜日を除く。
【申込期間】
　１月 14日㈫～ 21日㈫　午前 9時～午後 5時
※郵送の場合は１月 21日㈫必着
【公開抽選会】
○と　き：２月 21日㈮　午前９時 30 分～
○ところ：本庁舎　３階会議室 301
※抽選開始時間に不在の場合は、失格になります。

　11月 13日㈬、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で、
第 24回全国女性消防操法大会が開催されました。
　三重県代表として出場した伊賀市女性消防隊（愛称：
しのび小町）は、出場 47都道府県中４番目となる審
査総合得点 81.5 点を記録し、「優秀賞」を受賞しま
した。また、２番員の木下つかささんが、優秀選手賞
を受賞しました。
　５月の結団式から毎週３～４回の厳しい練習を乗り
越え、団一丸となって獲得した結果です。

　たくさんのあたたかい応援ありがとうございました。
◆伊賀市女性消防隊
　隊　長　大北　　薫　　　指揮者　寺岡　玲子
　１番員　小坂　宣子　　　２番員　木下つかさ
　３番員　田中麻記子　　　４番員　山本　倫子
　補助員　藤田乃里子

◆ 住宅をお探しの皆さんへ

市営住宅の入居者募集
【問い合わせ】住宅課　☎ 22-9737　℻   22-9736　 jutaku@city.iga.lg.jp

◆ 伊賀市女性消防隊が出場しました

第 24回全国女性消防操法大会「優秀賞」受賞
【問い合わせ】消防本部消防救急課　☎ 24-9115　℻   24-9111　 shoubou@city.iga.lg.jp

6広報いが市 2019 年（令和元年） 12 月 15 日号7 広報いが市 2019 年（令和元年） 12 月 15 日号



　伊賀上野NINJAフェスタ 2020 のお手伝いをして
いただけるボランティアスタッフを募集します。楽し
みながら参加してみませんか。
【期間・内容】
　５月２日㈯～６日（水・祝）
○イベントボランティア
　ゲーム進行や受付など
○忍者衣装着付けボランティア
　忍者衣装着用の手伝い
【ところ】
　各イベント会場（中心市街地）
【対象者】
　16歳以上で、責任を持って参加できる人

※ 18歳未満の場合は、保護者の同意を得られた人に
限ります。

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望日（現時点
で決まっていなくても結構です。）を記入の上（様式
自由）、下記まで申し込んでください。
【申込期限】　２月 28日㈮
※昼食は各自でご用意ください。
※事前に説明会があります。
※詳細は改めて申込者に連絡します。
【申込先】
　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
　（観光戦略課内）

◆ 伊賀上野 NINJA フェスタ 2020

ボランティアスタッフ募集
【問い合わせ】観光戦略課　☎ 22-9670　℻   22-9695　 kankou@city.iga.lg.jp

◆第 291回忌　土芳忌
【と　き】　1月 18日㈯
○墓前法要：午前 10時 30分～ 11時
○講　　話：午前 11時～ 11時 30分
【ところ】　西蓮寺（長田 1931番地）
【講　師】　文化交流課　学芸員　髙井悠子
※送迎バスは事前に申し込みが必要です。
上野公園入口ロータリー～西蓮寺～ハイトピア伊賀
（上野公園入口ロータリーを午前 10時発）
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　☎ 21-4081　℻   51-6796

◆土芳を偲ぶ俳句会
【と　き】
　１月 18日㈯　午後１時 45分～４時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　5階学習室２
【選　者】
　喜多冨美さん、坂石佳音さん、永井みよさん
　東構東子さん、福山良子さん
【投句数】　１人３句以内
　投句：午後０時 30分～１時 15分
※事前申し込み不要です。

　松尾芭蕉の伊賀蕉門の中心人物として活躍し、芭蕉の俳論を後世に残した服部土芳を偲び、法要と俳句会を開
催します。

◆ 蓑虫庵主　服部土芳を偲びます

土芳忌・土芳を偲ぶ俳句会
【問い合わせ】文化交流課　☎ 22-9621　℻   22-9619　 bunka@city.iga.lg.jp

NINJAフェスタ協賛イベントを募集します
　伊賀上野NINJA フェスタ 2020 の趣旨に合い、
このフェスタ開催期間中（５月２日㈯～５月６日（水・
祝））とNINJA フェスタ月間（４月４日㈯～５月６
日（水・祝））に実施する「忍者」をテーマにした協賛
イベントを募集します。
【申込方法】
　観光戦略課にある申込書に必要事項を記入の上、
ファックス・郵送・Ｅメールのいずれかで申し込ん
でください。申込書は市ホームページからもダウン
ロードできます。

【企画の採択】　提出された企画内容が本事業の趣
旨・目的（「伊賀流忍者を盛り上げる」など）に合
うかを実行委員会で審査します。採択された事業の
うち、必要と認められた場合は、予算の範囲内で経
費を助成します。ただし、事業収入があるなどの理
由で助成できない場合があります。
【申込期限】　１月 31日㈮
【申込先】
　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
　（観光戦略課内）

【募集戸数】
○荒木団地：１戸
○木根団地：２戸（内１戸は優先入居）
○下川原団地（子育て支援世帯）：1戸
※単身での入居はできません。
※優先入居の対象世帯は、母子世帯・老人世帯（60
歳以上）・心身障がい者世帯・生活保護世帯です。
優先入居を希望する人は、証明書などを添付してく
ださい。

※子育て支援世帯は、0歳から義務教育終了までの子
と同居し、かつ養育している世帯です。

【入居資格】　次のすべてに該当する人
○市内在住または在勤の人（外国籍の人は、国内に 2
年以上継続して居住していること。）

○同居人も含めて市税などを滞納していないこと。
○過去に市営住宅に入居していた人で、家賃・駐車場
使用料・共益費などを滞納していないこと。

○現在、住宅に困窮していることが明らかであること。
○同居しようとする親族（婚約者を含む。）がいること。

○公営住宅法に定める所得基準に適合していること。
○独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入がある
連帯保証人が２人いること。（連帯保証人のうち１
人は市内在住または在勤であること。）

○暴力団員でないこと。
【申込方法】
　住宅課・各支所振興課（上野支所を除く。）にある
申込用紙に必要事項を記入・押印の上、郵送または持
参で住宅課へ提出してください。
※持参の場合は各支所振興課（上野支所を除く。）で
も受け付けます。

※土 ･日曜日を除く。
【申込期間】
　１月 14日㈫～ 21日㈫　午前 9時～午後 5時
※郵送の場合は１月 21日㈫必着
【公開抽選会】
○と　き：２月 21日㈮　午前９時 30 分～
○ところ：本庁舎　３階会議室 301
※抽選開始時間に不在の場合は、失格になります。

　11月 13日㈬、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で、
第 24回全国女性消防操法大会が開催されました。
　三重県代表として出場した伊賀市女性消防隊（愛称：
しのび小町）は、出場 47都道府県中４番目となる審
査総合得点 81.5 点を記録し、「優秀賞」を受賞しま
した。また、２番員の木下つかささんが、優秀選手賞
を受賞しました。
　５月の結団式から毎週３～４回の厳しい練習を乗り
越え、団一丸となって獲得した結果です。

　たくさんのあたたかい応援ありがとうございました。
◆伊賀市女性消防隊
　隊　長　大北　　薫　　　指揮者　寺岡　玲子
　１番員　小坂　宣子　　　２番員　木下つかさ
　３番員　田中麻記子　　　４番員　山本　倫子
　補助員　藤田乃里子

◆ 住宅をお探しの皆さんへ

市営住宅の入居者募集
【問い合わせ】住宅課　☎ 22-9737　℻   22-9736　 jutaku@city.iga.lg.jp

◆ 伊賀市女性消防隊が出場しました

第 24回全国女性消防操法大会「優秀賞」受賞
【問い合わせ】消防本部消防救急課　☎ 24-9115　℻   24-9111　 shoubou@city.iga.lg.jp

6広報いが市 2019 年（令和元年） 12 月 15 日号7 広報いが市 2019 年（令和元年） 12 月 15 日号

子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

催
　
し


