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再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

　休日の急な歯の痛みや腫れなど、
どうしても我慢できないときに次の
歯科医院で診療を受けることができ
ますので、ご利用ください。
　なお、受診する前には電話で確認
してから、健康保険証などを忘れず
に持って行きましょう。
【実施日・実施医療機関】
◆８月 13 日㈪：藤田歯科（緑ケ丘
　中町 1547-10）☎ 21-6677
◆８月 15 日㈬：ばんば歯科医院（新
　堂 1276-1）☎ 45-1008
※いずれも午前９時～午後５時
【問い合わせ】　地域医療対策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ   22-9666

お盆の歯科診療お知
らせ
お知
らせ 地区市民センターで住民票や

印鑑登録証明書が取れます
お知
らせ
お知
らせ

　市内 33 地区市民センターでは、
戸籍謄抄本・住民票の写し・印鑑登
録証明書・税務証明書などの証明書
を交付しています。
※西柘植・島ヶ原・河合・山田・阿
　保の各地区市民センターを除きます。
【取扱時間】
　午前８時 30 分～午後４時 45 分
※必要とする証明書によって、請求
　できる人や持参いただくものが異
　なりますので、詳しくは各地区市
　民センターまたは住民課へお問い
　合わせください。
※証明書請求時には「本人確認書類」
　（運転免許証・住民基本台帳カード・
　パスポートなど官公署発行の写真
　が貼付された書類）を提示してく
　ださい。
※個人情報の管理には、万全を期し
　ています。
【問い合わせ】
　住民課　
　☎ 22-9645　ＦＡＸ   22-9643

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 扌
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5022

甲賀市甲賀市 亀山市亀山市

となりまち　いが· こうか · かめやま

　甲南町杉谷にある岩尾山の麓
ふもと

に樹齢 1000 年を超える杉の大
木が、今も勢い衰えず堂々とそ
びえ立っています。
　県から自然記念物としての指
定を受けているこの杉の木は、

かつてこの地を訪れた最澄（伝教大師）が、食事
の際に使った箸を地面に突き刺したものが芽吹い
たものとの言い伝えがあり、地域では「岩尾の一
本杉」として親しまれています。
　２年目の節電の夏、静かに佇

たたず

む一本杉を望んで
木陰に覆われる岩尾山を散策してみませんか。
【ところ】　岩尾山　甲賀市甲南町杉谷
【アクセス】
　新名神甲南 IC から約 15 分
　JR 草津線甲南駅から車で約 20 分
【問い合わせ】　甲賀市役所甲南第二地域市民セン
ター　☎ 0748-86-8190

水と緑につつまれて
～石水渓～

最澄が遺した1000年の杉
～岩尾の一本杉～

　市内随一の景勝地であり、鈴鹿川の支流、安楽
川の源流である石水渓。白い花崗岩の岩肌を清流
が流れ落ち、大小いくつかの滝や淵をつくりだし
ています。
　また、仙

せ ん が た け

ヶ岳、鬼
お に が き ば

ガ牙など鈴鹿山脈の雄大な自
然美に彩られ、深

し ん ざ ん ゆ う こ く

山幽谷の風情が漂います。
　周辺にはキャンプ場のほか、東海自然歩道が通っ
ており、四季を通じて美しい景色が楽しめます。
【ところ】　亀山市安坂山町
【アクセス】
　東名阪自動車道「亀山 IC」
から約 20 分（亀山 IC →国道
1 号→県道 302 号）
【問い合わせ】
　石水渓キャンプ場施設
　☎ 0595-85-2800
　亀山市文化部観光振興室
　☎ 0595-96-1215

　粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として入札
方法で展示販売を行います。
【と　き】
○展示入札期間　８月５日㈰～ 24 日㈮
※土曜日は閉館します。
　平　日：午前９時～午後５時
　日曜日：午後１時～５時
○開札日　８月 27 日㈪
【ところ】　伊賀南部ストックヤード
　多目的スペース　（名張市青蓮寺
2723 番地　旧清掃工場跡地）
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　ＦＡＸ   53-1125

　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・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください
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■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286 ＦＡＸ 47-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。

人と環境にやさしいまちづくり　－伊賀支所住民福祉課－

　私たちの日々の暮らしは地球環境に支えられていま
す。私たちの生存の権利＝人権を守っていくためには、
地球環境の維持が不可欠です。また、現在のような高
齢化社会では、生活する上で人への負荷の少ない、人
にやさしいまちづくりが求められてきます。環境負荷
が少なく、高齢者にとっても生活のしやすいまちとは
どういう姿なのでしょうか。
　例えば、ドイツのフライブルク市は環境先端都市と
呼ばれ、その中でもヴォーバン住宅地は環境負荷の少
ないまちづくりを行っています。
　ヴォーバン住宅地の特徴は、「車のいらないまち」と
言えます。まちにはトラム（＝路面電車）が走り、住
民の大半が停留所の近くに住んでいます。家の前に駐
車場を造ることは禁止されていて、車は住宅地の端に
ある立体駐車場に停めます。車に乗るよりも、徒歩、
自転車、公共交通を利用する方が便利であるため、住

民の大半が車を使わず暮らしています。店が一カ所に
まとまっており、ほとんどの生活必需品を住宅地内で
揃えることができるので、車を運転する必要がないの
です。
　住む場所や都市機能を郊外全般に広げていくような
まちづくりは、車を運転することが前提となっていま
す。短い距離の中でさまざまなサービスを受けること
ができ、車を必要としないまちは、高齢者だけでなく、
障がいのある人や子ども、車を持たない人にも住みや
すいまちと言えるでしょう。
　日本は今後も高齢化が進み、社会福祉にかかる費用
はますます増えると考えられます。高齢者が自分の力
で生活できることは社会福祉の面からも必要です。
　車の問題にかぎらず、人と環境にやさしいまちづく
りを考えることが、すべての人の人権を守ることにつ
ながります。

第１回　
【と　き】　９月５日㈬　午前 10 時～正午
【内　容】　「相続登記はどうするの？」
第２回
【と　き】　10 月５日㈮　午後６時～８時
【内　容】
　「抵当権抹消登記はどうするの？」
【ところ】
　津地方法務局伊賀支局　２階会議室
【定　員】　各 20 人　※先着順
【申込期限】　各開催日の前日
【申込方法】　はがき・電話・FAX の
いずれかでお申し込みください。
※はがき・FAX の場合は、住所・氏名・
　電話番号・受講回・開催日を記入
【申込先・問い合わせ】　〒 518-0007
　伊賀市服部町３丁目 117 番地１
　津地方法務局伊賀支局総務係
　☎ 21-0804　ＦＡＸ 21-1891

「なっとく！法務局」市民講座お知
らせ
お知
らせ

市民公開講座イベ
ント

ことばだけで伝えるおはなし会
～ストーリーテリングの世界～

イベ
ント

　語り手が物語を覚えて語り聞かせ
ることをストーリーテリングといいま
す。ぜひ聞きに来てください。
【と　き】
　８月 23 日㈭　各部 30 分程度
第１部：午後２時～（５歳以上）
第２部：午後３時～（大人向け）
【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室
【語り手】
　津おはなしの会「マザーグース」
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

　住民票上に表記している氏名のフ
リガナについて、７月９日から小さ
い「ッ」や小さい「ョ」などが記載
できることとなりました。
　このフリガナは便宜上記載してい
るもので証明事項ではありませんが、
住民課または各支所住民福祉課にお
申し出いただければ修正します。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

住民票のフリガナについてお知
らせ
お知
らせ

【応募資格】　高校生
【テーマ】　税に関すること
○税について学習したことに関する
　意見や感想
○税務署や公共施設などを見学した
　ことがあれば、その体験や印象など
○税に関して自分で思ったこと、考
　えたことなど
【文字数】　1,200 字以内
【応募点数】　１人１点
【応募期限】　９月７日㈮
【表　彰】　優秀作品には、賞状と記
念品を贈呈します。
【発　表】　優秀作品は、作品ととも
に氏名・学校名・学年を国税庁ホー
ムページに掲載するほか、報道機関
に提供するなど、広く発表します。
※応募作品の著作権は、国税庁およ
　び名古屋国税局に帰属します。ま
　た、応募作品は返却しません。
※作文の冒頭に、題名・氏名（ふり
　がな）・学校名・学年を記載
※応募作品は、応募者本人が創作し
　た未発表の作品に限ります。
※国税庁ホームページに原稿用紙を
　掲載していますのでご利用ください。
【応募先・問い合わせ】
　上野税務署総務課　☎ 21-0950
　　http://www.nta.go.jp/shira
　beru/ippanjoho/gakushu/sak
　ubun/boshu/koko.htm

「税に関する高校生の作文」 募集

【と　き】　8 月 18 日㈯
　午後３時～５時
【ところ】　前田教育会館　蕉門ホール
【講　演】　
①「認知症入門」：定義・種類・接し方・
対応の仕方② 「認知症の現状」：最先
端の病因・診断・治療法の概略
【講　師】
①医療法人さわらび会福祉村病院・
　上野総合市民病院非常勤
　医師　赤津　裕康
②滋賀医科大学分子神経学研究センター
　教授　遠山　育夫さん
【問い合わせ】　上野総合市民病院経
営企画課　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
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