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高齢受給者証が
新しくなります

お知
らせ
お知
らせ

　70 歳以上の人に発行している高
齢受給者証は、医療機関などで受診
する場合に自己負担額を証明するも
のです。
　現在お使いの高齢受給者証の有効
期限は、７月 31 日です。
　国民健康保険の加入者で 70 歳か
ら 74 歳までの人には、８月１日か
らご使用いただく高齢受給者証を７
月中旬に郵送します。
　受診する際は、国民健康保険被保
険者証と新しい高齢受給者証を窓口
に提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生
　月下旬（１日生まれの人は誕生月
　前月の月末）に郵送します。

【問い合わせ】
　保険年金課　
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

伊賀市消防団夏期訓練お知
らせ
お知
らせ

　消防団員の災害対応能力向上と団
結を図る目的で、伊賀市消防団夏期
訓練を実施します。
　市民用観覧テントを準備しますの
で、どうぞご見学ください。

【と　き】
　７月 27 日㈰　午前８時～

【ところ】
　上野西小学校グラウンド（上野丸
之内）
※雨天時は、同校体育館

【訓練内容】
　通常点検・救出救護訓練・水防訓
練・火災想定訓練
※雨天時は訓練内容を変更します。

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　63,968,140 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 26 年
６月 30 日）　⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】　本庁舎玄関
ロビー・厚生保護課・各支所

【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

恒久平和を願い
黙とうをお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　今から 69 年前の８月６日に広島
市へ、同月９日に長崎市へ原子爆弾
が投下されました。
　この日は人類にとって決して忘れ
ることのできない日であり、毎年、
両市で原爆死没者の慰霊と恒久平和
を願う式典が行われます。
　また、８月 15 日は、「戦没者を
追悼し、平和を祈念する日」であり、
政府主催の「全国戦没者追悼式」が
行われます。
　原爆や戦争の犠牲となられた方々
の冥福をお祈りし、永久に平和が確
立されることを願い、それぞれにつ
いて１分間の黙とうを捧げたいと思
います。
　市民の皆さんのご賛同をお願いし
ます。

【黙とうの時刻】
　８月６日㈬　午前８時 15 分
　８月９日㈯　午前 11 時２分
　８月 15 日㈮　正午

【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

生涯学習センターコンサート
「ファゴットとトランペットの

夕べ」
【と　き】　７月 28 日㈪
　午後７時～８時 15 分
　（開場：午後６時 30 分）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室

【出　演】
○中澤　美紀さん（ファゴット）
○後藤　慎介さん（トランペット）
○常盤　好さん（ピアノ）
※駐車場に限りがありますので、で
　きるだけ公共交通機関をご利用く
　ださい。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

催し

　各統合校設置準備委員会と教育委
員会で、平成 27 年４月に開校する
新しい小学校の校名を、それぞれの
校区で公募した結果、次のように決
定しましたので、お知らせします。

【新設する学校】
◆三田小学校・丸柱小学校（うち諏
　訪地区）を統合
　⇒三

み わ

訪小学校
　場所：現三田小学校（三田 1652）
◆猪田小学校・古山小学校を統合
　⇒成和東小学校
　場所：現猪田小学校（猪田 1350）
◆花之木小学校・花垣小学校を統合
　⇒成和西小学校
　場所：現花之木小学校（大内 624）
◆丸柱小学校（うち丸柱・音羽地区）・
　河合小学校を統合
　⇒阿山小学校
　場所：現河合小学校（馬場 1045）
　今後は、統合校設置準備委員会を
中心に、新設校の校歌や校章の決定
など、開校に向けて準備を進めます。

【問い合わせ】
　教育総務課
　☎ 47-1280
　ＦＡＸ 47-1281

新設小学校の校名が
決定しました

お知
らせ
お知
らせ

　古くなった図書・雑誌を有効利用す
るため希望する人にお譲りします。

【と　き】　７月 30 日㈬～
※なくなり次第終了します。
※公民館ロビー開館時間内
※８月 16 日㈯を除く。

【ところ】　青山公民館ロビー
※予約や図書名案内などはしません。

【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

青山図書室の図書・
雑誌リサイクル

お知
らせ
お知
らせ

～広報いが市～
　８月１日号では「特集　子育て
について」「住民投票」などを紹介
します。

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募
　
集

　「離乳食ってどうやって作るの？」
「進め具合はこれでいいのかしら？」
というお母さんはもちろん、同じ月
齢の赤ちゃんがいるお友達を作りた
い、という人もぜひご参加ください。

【と　き】　８月５日㈫
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】　大山田保健センター
【内　容】　講話・実演見学「離乳食
初期～完了食」、栄養相談
※申し込み不要

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

離乳食教室催し

警察・自衛隊就職合同説明会
【と　き】　８月６日㈬
　　　　　午前９時 30 分～正午

【ところ】　三重県伊賀庁舎
【対象者】
　警察・自衛隊の仕事に興味のある人

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力本部
　伊賀地域事務所　☎ 21-6720
　三重県警察本部警務課採用係
　☎ 059-222-0110

催し

　三重県では、獣害に強い三重づく
りを進めています。そこで、県内外
の優良な獣害対策活動の報告や、県
の取り組み事例の発表を行うフォー
ラムを開催します。
※申し込み不要

【と　き】　7 月 26 日㈯
　午前 9 時 30 分～午後５時

【ところ】　ゆめドームうえの
【問い合わせ】　
　三重県農林水産部獣害対策課
　☎ 059-224-2017

獣害につよい三重づくり
フォーラム～優良活動に学ぶ～

催し

【と　き】　８月 10 日㈰　午後２時～
　（開場：午後１時 30 分）

【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室

【内　容】　「日韓交流の架け橋に」
【問い合わせ】
　大韓民国民団三重県伊賀支部
　☎ 21-2043
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

蓮池薫氏講演会催し

　市では、歴史や資料をまとめた『伊
賀市史』の編さんを進めています。
現在、7 巻の発刊予定中４巻を発刊
しています。
　皆さんに市史を身近に感じていた
だけるよう、各巻のポスター・目次・
内容を抜粋し、拡大展示します。

【と　き】　７月 31 日㈭まで
○平日：
　午前 8 時 30 分～午後５時 15 分
○土・日曜日：
　午前９時 30 分～午後４時 30 分
※祝日は休館

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

青山公民館パネル展示
『伊賀市史って、

こんなのです♪』

催し

　以前は役目を終えた七夕の笹飾り
は河川に流す習慣がありましたが、
現在は環境問題の要因となっていま
す。そこで、銀座商店街七夕笹飾り
コンクールの際に、川に見立てた「銀
座川」で笹流しを行います。
　ご家庭の笹飾りも、河川美化運動
の一環としてこの機会に銀座川へ流
しに来てください。

【と　き】　８月６日㈬
　午後２時～５時 30 分

【問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　ＦＡＸ 24-2065
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」

催し

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話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
ルを送信します。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/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

URL

【と　き】　10 月 22 日㈬
　午後７時～（開場：午後６時30分）　

【ところ】　伊賀市文化会館
【入場料】　一般（消費税込）
　前売：2,000 円、当日：2,500 円 

※全席指定
※宝くじの助成
　による特別料
　金です。
※前売りで完売
　した場合は、
　当日券は販売
　しません。

※未就学児の同伴や入場はご遠慮く
　ださい。

【チケット販売開始日】　８月３日㈰
【入場券前売り所】　伊賀市文化会
館・ふるさと会館いが・青山ホール・
あやま文化センター・サワノ楽器店・
イオン伊賀上野店・伊賀上野ケーブ
ルテレビ㈱・岡森書店白鳳店・ブッ
クスアルデ近鉄店・チケットぴあ・
ローソンチケット

【問い合わせ】
　伊賀市文化会館　☎ 24-7015
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

青少年健全育成講演会
　青少年の健全な育成
を推進するため、『青
少年健全育成講演会』
を開催します。
　講師は NHK 教育テ

レビ「すくすく子育て」でおなじみ
の大日向雅美さんです。

【と　き】　８月９日㈯　午後１時
30 分～３時（開場：午後１時）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【演　題】　母親ひとりの“弧育て”
から皆でささえる“子育ち”へ
※駐車場に限りがあるので、できるだ
　け公共交通機関をご利用ください。
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用し
　た場合、講演時間中の駐車料金を
　生涯学習課で負担します。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

催し

宝くじ文化公演
夏川りみと京フィルコンサート

催し


