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銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」

お知
らせ
お知
らせ

消防団夏期訓練催し

　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

退職金は国の制度でお知
らせ
お知
らせ

　中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、半世紀で 100 万社以上
の中小企業が利用する国の退職金制
度です。
◦国が掛金の一部を助成します。
◦掛金は全額非課税で、手数料はか
　かりません。
◦外部積立型で管理が簡単です。
◦パートタイム労働者も加入できます。
【問い合わせ】　(独)勤労者退職金共済
機構中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234（代表）
　ＦＡＸ 03-5955-8211

　消防団員の災害に対応する能力を
向上させ、団結を図ることを目的
に、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 26 日㈰　午前８時～
【ところ】　霊峰中学校グラウンド（新
堂 160 番地）　
※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
※雨天時は訓練内容に変更があります。
【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

　７ページの答え　
②ナリバナ
　綿の豊作を祈願する予祝的な
意味合いのものとする地域が多
いようです。
　伊賀市島ヶ原の正月堂修

しゅしょうえ
正会

では、付近の山から切ってきた
クロモジの枝木に、餅を花のよ
うにくっつけてナリバナがつく
られます。かつてはナリバナの
奪い合いが演じられましたが、
現在は平等に分配されています。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

再生品展示販売催し

　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
方法で展示販売をします。
【展示入札期間】
　8 月 5 日㈬～ 25 日㈫
　平日 : 午前 9 時～午後 5 時
　日曜日 : 午後 1 時～ 5 時
※土曜日を除く。
【開札日】　8 月 26 日㈬
【ところ】　
　伊賀南部クリーンセンター　リサ
イクルプラザ 1 階（奥鹿野1990）
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　ＦＡＸ 53-1125

第11回伊賀市教育研究集会
全体会・記念講演会

催し

【と　き】　８月 18 日㈫
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】
◦全体会：午後２時 30 分
※教育研究会会員対象
◦記念講演会：午後３時
※どなたでも参加できます。
【演　題】　
　「優しさをたばねて」～子育ち・
人権頭の体操 2015 ～
【講　師】　
　生活つづり方の会奈良代表　大久
保　幸一 さん
【問い合わせ】　教育研究会（伊賀市
教育研究センター内）記念講演会担当　
　☎／ＦＡＸ 21-8839

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
　（入）：８月６日㈭
　　　午後４時
◆参加申込期限
　（入）：８月 17 日㈪
　　　午後５時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。
【問い合わせ】　
　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

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

　70 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、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
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940   ＦＡＸ 22-9673

　　

【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
すると、市からの緊急情報メール
が受け取れます。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」
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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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全国一斉養育費相談会
～こどもの笑顔のために～

催し

【と　き】　８月２日㈰
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　三重県司法書士会（津市
丸之内養正町 17 番 17 号）
【内　容】　司法書士による面談・電
話での養育費相談
【相談電話番号】　0120-567-301
【問い合わせ】　
　三重県青年司法書士協議会
　☎ 059-387-5667
　福祉相談調整課
　☎ 22-9668　 ＦＡＸ 22-9674

夏休み子ども公民館講座
オオサンショウウオ観察会

募集

　市内の一部の河川には、「生きた
化石」とも言われ、国の特別天然記
念物に指定されているオオサンショ
ウウオが生息しています。自然の中
でオオサンショウウオの生態を観察
しませんか。
【と　き】　
　８月 22 日㈯　
　受付：午後５時～
　観察会：午後５時 30 分～８時
※荒天や河川増水の場合は中止
【ところ】　阿波地区市民センターと
周辺の服部川
【講　師】　
　三重県文化財保護指導委員　清水　
善吉さん
【対象者】　市内の小学生
【定　員】　20 人　※先着順
※必ず保護者が付き添ってください。
【申込受付開始日】　７月 21 日㈫　
【申込先】　大山田公民館
　☎ 46-0130　ＦＡＸ 46-0131
【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

大山田温泉さるびの
８月イベント情報

催し

○竹細工教室
【と　き】　８月の毎週日曜日
　午前 10 時～午後５時
【ところ】　さるびの温泉　玄関前広場
【内　容】　竹とんぼ作りなどの体験
○チンドン盆踊りフェスティバル
【と　き】
　８月１日㈯　午後６時～
【ところ】　さるびの温泉玄関前広場
【内　容】
　チンドン富都路一座による盆踊り
○トレイルランニングキャンプ
【と　き】　８月１日㈯・２日㈰
【ところ】　さるびの温泉、霊山ほか
【内　容】　山岳の登山道をランニン
グ、バーベキュー
※詳細は大山田温泉さるびののホー
　ムページでご確認ください。
○こども薬草観察会
【と　き】　８月２日㈰
　午前９時 30 分～正午
【ところ】　
　さるびの温泉　第 3 駐車場
【内　容】　薬用植物や自然の観察
【申込先】　
　伊賀薬剤師会事務局　☎26-7270
○夕涼み盆踊り
【と　き】　８月８日㈯　午後６時～
【ところ】　さるびの温泉　玄関前広場
【内　容】　大山田ふるさと音頭
○夏のフルートコンサート
【と　き】
　８月９日㈰　午後２時～
【ところ】
　さるびの温泉　2 階大広間
○チンドン富都路公演
【と　き】　８月 22 日㈯
【ところ】　さるびの温泉施設内 
【内　容】　
　歌謡曲・演歌・童謡・ポップス・
ジャズなど
　第１ステージ：午前 11 時～正午
　第２ステージ：午後１時～２時
○毎月第４日曜日ワンコインデー
【と　き】　８月 23 日㈰
【入浴料】　一般・高齢者 500 円
※小人 400 円、身体障がい者 400
　円、身体障がい児 200 円は通常料
　金となります。
【問い合わせ】　
　大山田温泉さるびの
　☎ 48-0268　ＦＡＸ 48-9811
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ 46-1764

上級救命講習会
～応急手当を身につけましょう～

募集

　事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と　き】　９月 13 日㈰　
①上級救命講習会
　午前９時～午後５時
②上級救命講習会・実技救命講習
　午前 10 時～午後５時　　　　　　　
【ところ】　
　中消防署西分署（治田 3547-21）
【講習内容】　
　救命に必要な応急手当・傷病者管
理・外傷の手当のしかた・搬送法
※当日は動きやすい服装で受講して
　ください。
【対象者】
①市内在住・在勤・在学の 15 歳以
　上の人
②市内在住・在勤・在学の 15 歳以
　上で次のいずれかにあてはまる人
◦８月 13 日以降に市ホームページ
　で受講できる応急手当 WEB 講習
　を修了した人
◦平成 26 年９月 13 日以降に救命入
　門コースを修了した人
【定　員】　30 人程度
【申込方法】　消防救急課・各消防署・
各分署にある所定の用紙に記入の上、
お申し込みください。
　申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。
【申込期間】　８月17日㈪～９月７日㈪
【申込先・問い合わせ】　消防救急課 　　
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

ボランティア・ティーチャー募集

　子どもの学びの意欲を一層高めて
いただく地域の人を募集します。
　応募者には伊賀市教育研究セン
ターの人材バンクに登録し、市内の
幼稚園、小中学校の「ボランティア・
ティーチャー」として活動していた
だきます。
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人
②職業としてその技を駆使している人　
　（米作り・野菜作り・理容師・美
　容師など）
③ボランティア・NPO として活動
　している人
④趣味やサークル活動を楽しんでい
　る人（手芸・ゲートボール・将棋・
　囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
　器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
　に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
　文など）
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
　昆虫・植物・地層など）
⑦科学に関心のある人（おもしろ科
　学実験など）
【申込先・問い合わせ】　
　教育研究センター
　☎／ＦＡＸ 21-8839


