
※申マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

【と　き】　４月 18 日㈫
○第１部：式典
　午前８時 30分～９時 10分 
○第２部：教育セミナー
　午前９時 15分～午後５時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　３階ホール

【内　容】
  ビジネスマナーの基本・電話対応の
基礎知識・来客対応マナー

【講　師】　㈲成旺  中村　麗香さん
【対象者】　新規就職者
【料　金】
○会員（上野商工会議所・伊賀市商工
　会・日本電信電話ユーザ協会）
　3,000 円
○非会員　6,000 円

【定　員】　50人
【申込期限】　３月 24日㈮
※申込方法など詳しくは上野商工会議
所ホームページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　上野商工会議所
　☎ 21-0527　℻  24-3857

【と　き】　４月 18 日㈫・19 日㈬
　　　　　午前９時～午後３時

【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取扱、救急蘇生法

○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児が必要な人は、申し込み時にお
申し出ください。

【対象者】　看護師免許取得の人
※令和６年３月末までに看護師免許取
得予定の人も参加できます。

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下記
まで。

【申込期限】　４月 14日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎  24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

　伊賀の魅力を再発見するイベントが
集結します。伊賀観光の“コレカラ”
を楽しく、真面目に考えてみませんか。

【と　き】
○３月 19 日㈰
○３月 21 日（火・祝）
　午前 10時～午後５時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　３階ホール・５階多目的大研修室ほか

【内　容】
○ユーチューバー　たかまつななさ
ん＆若手芸人による「笑って学ぶ
SDGs」
○おもちゃクリエーター高橋晋平さん
による基調講演＆ワークショップ
○伊賀市若者会議によるピッチ大会
○駅前広場でのフードマーケット
○電動モビリティ体験試乗会

【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　℻  22-9695　

　地価・地代・家賃・土地利用につい
て相談できます。詳しくはお問い合わ
せください。

【と　き】　４月４日㈫
　　　　　午後１時～４時

【ところ】
　本庁舎　４階会議室 405

【相談員】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士

【問い合わせ】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎  059-229-3671

第 65 回新規就職者
激励会＆セミナー申

ナースのための
カムバックセミナー申

観光のコレカラを考える
イガコレ観光エキスポ 2023

土地無料相談会

お知らせ

　皆さんが所有している固定資産の状
況や価格などを確認していただくた
め、地方税法に基づき「土地・家屋価
格等縦覧帳簿」の縦覧期間を設けます。
※縦覧期間中は通常の土地登記所有者
簿の閲覧を休止します。

【と　き】　４月３日㈪～５月１日㈪
　午前８時 30分～午後５時 15分
　※土・日曜日、祝日を除く。

【ところ】
　本庁舎 ２階課税課（６番窓口）

【対象者】　市内に土地または家屋を所
有している固定資産税の納税者

【縦覧内容】
○土地：所在地番・地目・地積・評価額
○家屋：所在地番・家屋番号・構造・
　種類・床面積・建築年次・評価額

【閲覧に必要なもの】
　運転免許証、マイナンバーカードな
ど本人確認ができるもの
※代理人は所有者の委任状が必要

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　℻  22-9618

　毎月１日に発行している「広報いが」
は、各住民自治協議会から自治会な
どを通じて市内の各戸に配っているほ
か、本庁舎、各支所、各地区市民セン
ターなどに設置しています。
　また、市内の一部店舗などにもご協
力 い た だ
き、設置し
ています。
　市民の皆
さんが身近
な場所で、
「広報いが」
を手に取る
ことができるよう、「広報いが」を設
置していただける店舗などを随時募集
しています。ご協力いただける場合は
ご連絡ください。

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻  24-7900

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

「広報いが」設置の
お願い

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

　　　　　援助や配慮を必要とする
　　　　　人が伝えやすく、支援が
　　　　　できる人が気づきやすく
なる「おもいやりの絆」をつなげる
マークです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　伊賀市ゆかりの作家 横
よこ

光
みつ

利
り

一
いち

の人
と文学を偲

しの

ぶ催しです。横光利一は中
学時代を伊賀の第三中学校（現県立上
野高等学校）で過ごし、この頃の経験
をもとに「雪解」を執筆しました。今
回は初期作品「春は馬車に乗って」を
舞台化した公演と作品について語り合
います。

【と　き】　３月 12 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

【内　容】
○劇団「第七劇場」による公演
　「春は馬車に乗って」
○演出・キャストによるトークショー
　「橫光作品の上演と魅力」

【料　金】　500円（高校生以下無料）
【問い合わせ】　文化振興課
　☎ 41-0400　℻  22-9694

【と　き】　３月 17 日㈮～ 21 日（火・祝）
　午前 10時～午後６時
　※最終日は午後４時まで

【ところ】　伊賀市文化会館
【展示作品】　「絵画」「彫塑工芸」「写真」
「書」の４部門で、入賞または入選し
た作品・無鑑査の作品
◆表彰式

【と　き】　３月 21 日（火・祝）
　　　　　　　午後１時 30分～

【ところ】　伊賀市文化会館
　　　　　さまざまホール
◆作品講評会
　審査員による作品講評会を開催しま
す。（申込不要）

【と　き】　３月 21 日（火・祝）
　　　　　　　午後４時～

【ところ】　伊賀市文化会館
※会期中は審査員による作品講評を映
像で会場内に放映します。
　その他、期間中にコンサートなども
開催します。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

【問い合わせ】
○文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9619
○（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511　℻  22-0512

　三重県指定有形文化財である常住寺
閻魔堂の内
陣や木造厨

ず

子
し

、関連資
料などを公
開します。

【と　き】
　３月 18 日㈯
　午後１時 30分～２時 30分頃
　（受付：午後１時～）

【ところ】　常住寺（長田 2378）
【講　師】　常住寺・文化財課職員
【定　員】　30人
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期間】　３月６日㈪～ 16日㈭
【申込先・問い合わせ】　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

　市では、市民の皆さんの自主的なま
ちづくり活動を推進し、個性的で魅力
あふれる地域づくりを推進するため
に、地域活動支援事業補助金を交付し
ています。審査会は公開で行いますの
で、ぜひお越しください。

【と　き】　３月５日㈰
　　　　　午前９時 30分～

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階大会議室

【問い合わせ】　住民自治推進課
　☎  22-9639　℻  22-9667

◆文化の交差する所　伊賀
　─出土品が語るその歴史と文化─
　「秘蔵の国」と称された伊賀は、山々
に閉ざされた地域と思われがちです
が、その地理的な条件から近畿や東日
本などと広く交流していました。一方
で西にも東にも属さない独自の文化を
育んできました。この展示では、伊賀
の文化の独自性などに焦点をあて、考
古資料を中心に６つのテーマに分けて
展示します。

【と　き】　３月 10 日㈮～４月９日㈰
　午前 10時～午後４時 30分
　（入館は午後４時まで）
　※火曜日休館

【料　金】
　一般 300円（高校生以下無料）

◆ギャラリートーク
【と　き】　３月 18 日㈯、４月２日㈰
　①午前 11時～　②午後２時～

【ところ】　展示室　※入館料が必要
【定　員】　20人（予約制）
【申込先】　青山ホール
　☎ 52-1109

【問い合わせ】
　（公財）伊賀市文化都市協会
　☎ 22-0511

第 24 回
「雪

ゆき

解
げ

」のつどい
第 18 回伊賀市民美術
展覧会（市展「いが」）

文化財見学会
（常住寺閻

えん

魔
ま

堂）申

地域活動支援事業
補助金公開審査会

ミュージアム青山讃
うたのいえ

頌舎
春の特別展

伊賀市役所 本庁舎

３月のアート情報
本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ギャラリー
○伊賀市寄贈絵画展
◆１階玄関横
○伊賀市寄贈作品展示
　絵画
　「弁柄工場」
　小牧　郁子 さん
　
　花器「白地黒象

ぞう
嵌
がん
文様花器」

　花入れ「３段重ねモチ」
　小牧　昭夫 さん

○いけばな（伊賀華道協会）
※都合により展示物が変わる場合
があります。
※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。

【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  22-9621　℻  22-9619
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