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教育相談を受けませんかお知
らせ
お知
らせ

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、教育相
談を実施します。
【と　き】　７月 23 日㈫・26 日㈮・
29 日㈪・30 日㈫　午前９時～午後５時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階会議室
【申込受付期限】　６月 27 日㈭
※お子さんが幼稚園・保育所（園）・
　小学校に通っている場合はそれぞ
　れの園・所・学校を通じてお申し
　込みください。
【申込先・問い合わせ】　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290

子どもの水の事故を防ぐためにお知
らせ
お知
らせ

　水に親しむシーズンです。海や川
などで子どもたちの水遊びが盛んに
なると同時に、水の事故が急増しま
す。次のことに注意しましょう。
①屋外での事故を防ぐために
○危険な場所を点検し危険性を教える。
○子どもだけで、海や川などで遊ば
　せない。
○泥沼や草の生い茂っているところ
　には近寄らせない。
○丸太や漂流物の上では遊ばせない。
○保護者は同伴していても油断せず
　子どもから目を離さない。
②日常生活での事故を防ぐために
○浴槽・洗濯機・便器・ビニールプー
　ルなどの危険性を教える。
○ひとりで浴室に入れない。
○子どもから目を離さない。
　本格的な水のシーズンを迎える前
に、家庭や学校などで水の怖さにつ
いて話し合い、危険な場所での水泳
や水遊びなどしてはいけないことを
再確認しましょう。小学校までの子
どもの水の事故は、特に周囲の大人
が気を配ることが必要です。
　子どもを水の事故から守るために
は、地域ぐるみで安全対策を進めて
いくことが大切です。
※万が一の場合の対処法を学ぶため
　の応急手当講習会を希望する場合
　はご連絡ください。
【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

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

【ご協力いただいた企業・団体（敬称略）】
（平成 25 年４月 26 日～５月 27 日）
◦前川圓コンサート実行委員会
◦夢夢 22
◦柘植地域まちづくり協議会・NPO
　法人いが創造塾・部落解放同盟前
　川支部
【義援金総額】
　63,618,078 円 

（平成 23 年３月 14 日～平成 25 年
５月 27 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

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処分として差し押さえ
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。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】
　７月５日㈮　午後１時
【参加申込期限】
　７月 19 日㈮　午後 11 時
【入札開始日時】
　７月 26 日㈮　午後１時
【動産下見会】　７月９日㈫・10 日㈬
　午後１時 30 分～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

プールの開設についてお知
らせ
お知
らせ

【開設日時】
①上野運動公園プール
　７月 20 日㈯～８月 25 日㈰
　午前 10 時～午後４時
②阿山 B&G 海洋センタープール
③大山田 B&G 海洋センタープール
　７月 6 日㈯～９月 8 日㈰（②③とも）
　午前９時～午後 10 時
【休業日】
①７月 29 日㈪・８月 5 日㈪
②毎週火曜日
③７月 15 日を除く毎週月曜日・７
　月 16 日㈫
※天候などにより開設期間や時間を
　変更することがあります。
【利用料金】　※１回の利用につき
　一般：300 円
　中学生以下：150 円
　乳幼児：50 円
※小学校３年生以下は必ず保護者同伴
【問い合わせ】　スポーツ振興課
　☎ 47-1284　ＦＡＸ 47-1290

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市６月１日号 17 頁に掲
載した「伊賀市ササユリ奨学金」の

【必要書類】に誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
＜誤＞
④世帯の中で所得のある人全員の所
　得証明書または住民税納税通知書
　の写し（平成 25 年度分）
＜正＞
④世帯の中で所得のある人全員の所
　得証明書
【問い合わせ】　教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

お知
らせ
お知
らせ

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずに話しましょう。
【と　き】　7 月 4 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀 4 階　多目的室
【対象者】
　がん患者・家族など
※参加申し込みは不要です。
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-253-3550
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　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

～広報いが市～
　７月１日号では「依存症」な
どを紹介します。
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男女共同参画パネル展お知
らせ
お知
らせ

　６月 23 日から 29 日の１週間は、
男女共同参画週間です。女性も男性
も、ともに支え合い、さまざまな場
面で個性や能力を発揮できる男女共
同参画社会の実現に向け、市民の皆
さんに理解を深めていただくための
パネル展を開催します。
【と　き】６月 23 日㈰～ 29 日㈯
　午前９時～午後５時
【ところ】
　いがまち公民館　ホール前
【問い合わせ】
　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-9108　ＦＡＸ   45-9120

～実践的キャリアアップのノウハウ～
【と　き】　７月９日㈫
　午前 10 時 30 分～午後０時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階　
　ミーティングルーム
【対象者】　女性
【内　容】　どのような資格を取るべ
きか、取った資格をどう PR するの
かなど、資格を取る重要性や活かし
方についてお話します。
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス・Ｅ
メール（住所・氏名・電話番号を記
入）でお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　三重県雇用対策課　障がい者・女
性雇用班　☎ 059-224-2510　
　ＦＡＸ   059-224-2455
　　koyou@pref.mie.jp
　伊賀市男女共同参画センター（人
権政策・男女共同参画課）　
　☎ 22-9632　ＦＡＸ   22-9666
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

女性のための
資格の取り方、活かし方

募集

【実施期間】　7 月から 9 月の 3 カ
月間排出量を算出
【対象者】　市民
【申込方法】
　環境政策課にある様式に住所・
氏名・電話番号・ファックス番号・
家族構成人数・年齢を記入の上、
ファックスまたは E メールでお申
し込みください。
※様式は市ホームページからもダ
　ウンロードできます。
【募集期限】　7 月 31 日（水）

【実施手順】
①モニター登録の申し込み
②省エネの実践
③登録世帯で、1 カ月ごとの電気・
　ガス・水道使用量・燃料購入量
　を記入（各伝票類の整理・保管）
④ 3 カ月分の使用量と感想を報告
　（モニター登録者のみ）
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ   20-9107
　　kankyou@city.iga.lg.jp

～今年も！省エネ行動～
「環境家計簿モニター」募集

　環境家計簿は、地球温暖化防止を目的に、家庭で消費する電気・ガス・
水道・燃料などのエネルギーの二酸化炭素（CO2）排出量を算出する
ものです。毎月、家庭でどのくらい CO2 を排出しているか、データを
積み重ねることにより、ムダなエネルギー消費や CO2 の削減につなげ
ることができます。
　環境家計簿はインターネット上で入力する仕組みで、取り組んでいた
だけます。主な省エネ行動と効果の目安については、市ホームページ「伊
賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に掲載しています。今で
きることから実践してみませんか。

中心市街地活性化
基本計画策定委員

募集

【募集人数】　３人以内
【応募資格】　①市内在住で、満 20    
　歳以上 70 歳未満の人
②市議会議員 ･ 市職員でない人
③市が設置するほかの審議会やその
　他附属機関の委員でない人
【任　期】　平成２６年３月（予定）まで
【報　酬】　６,０００円 ／日
【開催回数】　５回程度（原則、平日
の昼間２時間程度を予定）
【応募方法】　作文「伊賀市中心市街
地活性化基本計画策定委員への応募
の動機」として、８００字以内（様式
は自由）にまとめ、住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・性別・電話番号
を記入の上、郵送・E メール・持参
のいずれかで提出してください。
【選考方法】　作文選考（性別・年齢
構成などを考慮して決定します。）
【応募期限】　６月２８日㈮　※必着
【応募先・問い合わせ】〒518-0869
　伊賀市上野中町２９７６番地の１　
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市建設部中心市街地推進課
　☎ 22-9825
　　shigaichi@city.iga.lg.jp
※市ホームページで中心市街地活性化
　の取り組みなどについて掲載します。

＜６カ月から就学前の子どもを
対象とした託児があります＞

　６月 25 日㈫午後５時までに、
子どもの名前と年齢を添えてお申
し込みください。

第14回税ウォッチング募集

　（一社）伊賀法人会では、小学生を
対象に公的施設の見学と施設に携わ
る人々との触れ合いを通じて「税の
大切さ」を理解することを目的に「身
近な税金の使われ方」をテーマとし
て、「伊賀・税ウォッチング」を開
催します。
【と　き】　８月２日㈮
【集合場所・時間】
○名張市役所：午前７時 45 分
○上野税務署：午前８時 30 分
【解散場所・時間】
○名張市役所：午後３時 40 分
○上野税務署：午後４時 10 分
【見学予定施設】
　上野税務署・津地方裁判所伊賀支
部・伊賀上野ケーブルテレビ㈱、名
張消防署（防災センター）・比奈知
ダム
【対象者】　伊賀市・名張市在住の小
学校４～６年生
【定　員】　40 人
※応募者多数の場合は抽選
※昼食が付いています。
【申込方法】
　住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学校名・学年・性別・保護者氏
名を記入の上、電話・ファックス・
Ｅメールのいずれかでお申し込みく
ださい。
【申込期限】
　７月１日㈪　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　（一社）伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774　ＦＡＸ   24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ   22-9618


