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１０月 1日～7日は
公証週間です

お知
らせ
お知
らせ

　遺言 ･ 離婚・不動産などに関する
公正証書作成・会社の定款認証など
の手続きやこれらに関する法律につ
いてお気軽にご相談ください。

【ところ】　上野公証役場　
【と　き】　10 月１日㈪～７日㈰
　午前 10 時～午後４時

【問い合わせ】　上野公証役場（上野
丸之内 55 番地　丸ビル３階）　
　☎ 0595-23-6549
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ   22-9641

いがまち人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　10 月９日㈫～ 25 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。

【ところ】　いがまち人権センター
【展示内容】
　「世界人権宣言を自分のものに」

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ   45-9130

土地無料相談会お知
らせ
お知
らせ

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解と周知
を図るため、相談会を実施します。

【と　き】　10 月１日㈪
　午前９時 30 分～正午

【ところ】
　本庁南庁舎１階　第１会議室

【相談内容】　地価・地代・家賃・土
地利用について

【相談員】　㈳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】　都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ   43-2317
　㈳三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671
　ＦＡＸ   059-229-3648

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納者から差し押さえた財
産などをインターネット上のオーク
ション形式で公売します。落札代金
は市の財源として活用しますので、
積極的にご参加ください。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。

【市ホームページ掲載開始日時】
　９月 24 日㈪　午後１時

【参加申込期間】　９月 24 日㈪午後
１時～ 10 月９日㈫午後 11 時

【入札開始日時】
　10 月 16 日㈫　午後１時

【動産下見会】　10 月２日㈫・３日
㈬午後１時 30 分～午後４時 30 分
※下見会について、詳しくはお問い
　合わせください。都合により予定
　を変更する場合があります。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ   22-9618

　国民年金制度は、20 歳から 60 歳に到達するまで
の 40 年の間に国民年金保険料を納めていただくこと
で満額の老齢基礎年金を受給することができます。
　しかし、保険料を納められなかった期間がある場合
や、資格取得などの届け出を忘れたことにより国民年
金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少
なくなったり、年金そのものが受給できなくなってし
まうことがあります。
　このような事態を避けるために、国民年金保険料
を納めることができる期間が、過去 2 年から 10 年
に延長となる ｢後納制度」が始まります。
　この ｢後納制度｣ は今年 10 月 1 日から平成 27 年

9 月 30 日までの 3 年間です。
　ただし、すでに老齢基礎年金を受給している人な
どは対象となりません。
※後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結
　果、後納制度による納付をご利用いただけない場
　合があります。詳しくは専用ダイヤルにお問い合
　わせください。

【問い合わせ】
　国民年金保険料専用ダイヤル　☎ 0570-011-050
　保険年金課　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151
　各支所住民福祉課

　難病を患っている人の地域交流
活動の推進や就労支援などの一環
として、相談会を開催します。医
師による相談コーナーも設けてい
ます。

【と　き】　10 月６日㈯
　午後１時 30 分～３時

【ところ】　三重県伊賀庁舎
【問い合わせ】
　三重県難病相談支援センター　　
　☎ 059-223-5035

～ 後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります ～

伊賀地域 難病相談会お知
らせ
お知
らせ

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　鳳凰寺区では財団法人自治総合セ
ンターのコミュニティ助成を受け
て、公民館の備品を充実させ、地区
の運営を活性化し、諸行事を一層活
発に行うため、次の備品を購入しま
した。
　デジタル液晶テレビ・冷蔵庫・ファ
ンヒーター・液晶プロジェクター・
プロジェクタースクリーン・DVD
カラオケセット・座椅子・会議用机・
脚折り畳み式テーブル台車・パー
テーション・発電機・ハロゲン投光
器・エンジン式ヘッジトリマ・コー
ドリール・デジタル複写機

【問い合わせ】　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ   46-1764

調停相談会お知
らせ
お知
らせ

　離婚・相続など家族・親族間のトラ
ブル、金銭・交通事故・土地境界の
紛争などについてご相談ください。　
※予約不要

【と　き】
　10 月３日㈬
　午前 10 時～午後４時

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階
【問い合わせ】
　伊賀調停協会実行事務局
　☎ 21-1586
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ   22-9641
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はかりの検査を受けましょうお知
らせ
お知
らせ

　取り引きや証明に使用するはかり
は、計量法第 19 条により、2 年に
１度検査が必要です。三重県計量検
定所では定期検査を実施します。
※定期検査までに、計量士による「代
　検査」を受けた場合、検査の必要
　はありません。

【検査対象の計量器】
①商店・スーパーなどで肉や魚など
　の商品の重さを計量するはかり
②医療機関・薬局などで薬の調剤に
　使用するはかり
③医療機関・学校・福祉施設などで
　健康診断に利用するはかり
④庭先販売・行商に使用するはかり
⑤宅配便の荷物の料金算出用のはか
　り（取り次ぎも含む。）

【手数料】　計量器の能力や種類、形
式によって異なります。
※対象となる人で事前調査書が届い
　ていない人は、ご連絡ください。
※検査を受検しなかった場合は、三
　重県計量検定所（津市）へ計量器
　を持参し、検査を受けてください。

【とき・ところ】
○青山支所
　10 月４日㈭
　午前 10 時 30 分～午後 3 時
○大山田農村環境改善センター
　10 月５日㈮
　午前 10 時 30 分～午後２時
○西柘植地区市民センター
　10 月 ９日㈫
　午前 10 時 30 分～午後３時
○阿山保健福祉センター
　10 月 10 日㈬
　午前 10 時 30 分～午後３時
○島ヶ原支所
　10 月 11 日㈭
　午前 11 時～午後２時
○ゆめぽりすセンター
　10 月 12 日㈮
　午前 10 時 30 分～午後３時
　10 月 15 日㈪
　午前 10 時 30 分～午後３時

【問い合わせ】 　三重県計量検定所
　☎ 059-223-5071
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311
　

● 10 月７日（日）
　午前10 時～11 時 30 分
　午後 0 時 30 分～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内

ナイトライブラリー
～灯りでつなぐ本との出逢い～

イベ
ント

　上野図書館の本棚や中庭をライト
アップして夜間イベントを実施しま
す。やさしい灯りに照らされた幻想
的な図書館をお楽しみください。

【と　き】
　10 月 26 日㈮　午後６時～８時

【ところ】
　上野図書館　２階学習室・視聴覚室

【内　容】
○第１部（午後６時～）：おはなし会
　大型紙芝居＆絵本の読み聞かせ
○第２部（午後７時～）：朗読の夕べ
　中学生から大人向き

【定　員】　○第１部：20 組
○第２部：30 人　※先着順

【申込方法】　電話または FAX
【受付開始日時】
　10 月４日㈭　午前９時～

【申込先・問い合わせ】
　上野図書館（月曜休館）
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

三重大学伊賀連携フィールド
開設記念講演会・シンポジウム

イベ
ント

【と　き】　
　10 月５日㈮　午後１時 30 分～
４時 30 分

【ところ】　
　ハイトピア伊賀　３階コミュニ
ティ情報プラザ

【内　容】
○基調講演
　「今後の日本の観光施策と高松市
のシティプロモーションについて」
　高松市副市長　勝又　正秀さん
○シンポジウム
　「伊賀再発見！～忍者を活かした
観光・まちづくり～」　　　　

【問い合わせ】
　三重大学人文学部
　☎ 059-231-9194
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

第 26回三重矯正展イベ
ント

　日ごろなじみの薄い刑務所など、
矯正行政への理解を深めていただく
ために開催します。

【と　き】
　9 月 29 日㈯
　午前 9 時 30 分～午後 4 時

【ところ】
　三重刑務所（津市修成町 16-1）

【内　容】
　刑務所作業製品（食器棚・花台・
野菜など）の展示・即売、施設見学、
各種パネル展示、模擬店・バザー、
体験コーナー、演奏などのアトラク
ション

【問い合わせ】
　三重刑務所企画部門
　☎ 059-226-9144

◆と　き　９月 29 日㈯
午後６時開演

◆ところ
　伊賀上野城本丸広場 特設舞台
※雨天の場合、上野西小学校体育館
◆演　目
○仕舞：「月

げっきゅうでん
宮殿」ほか９曲

…能楽教室生徒
○和泉流 狂言 :「井

い

杭
ぐい

」…井上　蒼大
○喜多流 能：「砧

きぬた

」　　…長田　驍

　演目の解説チラシは、本庁玄関
前受付・商工労働観光課・各支所
振興課・伊賀上野城で配布します。

【問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2309
　ＦＡＸ 43-2311
　伊賀上野城（当日）
　☎ 21-3148

第二十九回　上野城薪能

税理士相談会お知
らせ
お知
らせ

　税金・会計でお悩みの人は、お気
軽にご相談ください。

【とき・ところ】
① 10 月 13 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
　ハイトピア伊賀　３階
② 11 月 17 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
　名張産業振興センターアスピア ３階
※予約優先。１人 30 分程度

【対象者】　市内在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618


