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　現在お持ちの高齢受給者証の有効
期限は７月 31 日です。８月１日以
降分を国民健康保険に加入されてい
る 70 ～ 74 歳までの人に送付しま
す。受診される際は、国民健康保険
被保険者証と高齢受給者証を病院の
窓口に提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生
　月の月末（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

国民健康保険高齢受給者証を
送付します
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　児童扶養手当法の改正により、平
成 22 年８月から父子家庭に対して
も児童扶養手当が支給されることに
なります。
　対象となるのは、離婚により父が
子どもを監護・養育している場合、
母が死亡した場合などで、所得判定
により手当月額を決定します。
　この手当に関する認定請求、所得
制限額などについては、広報いが市
８月１日号で詳しくお知らせします
のでご確認ください。

【問い合わせ】
　こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646

父子家庭へも
児童扶養手当を支給します
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　9 月 9 日「救急の日」を含む救
急医療週間の実施に伴い、市民の皆
さんに救急業務や救急医療に対する
正しい理解と認識を深めていただく
とともに、より多くの人に応急手当
ての重要性を啓発するため、「上級
救命講習会」を実施します。

【と　き】
　９月５日㈰
　午前９時～午後５時

【ところ】
　消防本部会議室

【内　容】
　心肺蘇生法（成人・小児・乳児）
とＡＥＤの使用、止血などの応急手
当てやそのほかの外傷の手当てがで
きるようになることを目的とした講
習会です。

【対　象】
　市内在住・在勤の 15 歳以上の人

【募集人数】
　30 人　※先着順　　　　　　　

【申込方法】
　市内最寄りの消防署、分署に備え
付けの申込用紙に記入の上、お申し
込みください。

【申込期間】
　８月９日㈪～ 31 日㈫

【その他】
　講習修了者には、修了証をお渡し
します。

【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111

上級救命講習会を行いますお知
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　消防団員の士気高揚と団結を図る
目的で消防団夏期訓練を実施します。
　市民用観覧テントも準備しますの
で、ご見学ください。

【と　き】
　８月１日㈰　午前９時～

【ところ】
　青山中学校グラウンド
※雨天時：青山中学校体育館

【訓練内容】
　通常点検・消防操法・火災想定訓
練など
※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

　㈳伊賀法人会では、小学生を対象
に「身近な税金の使われ方」をテー
マとして、公的施設の見学や、施設
に携わる人々との触れ合いを通じ、
税の大切さを理解することを目的に

「伊賀・税ウォッチング」を開催し
ます。

【と　き】
　８月 22 日㈰
　午前９時～午後２時 30 分

【集合場所】
　伊賀神戸駅（午前９時集合）

【見学予定施設】
　伊賀上野城・忍びの館・蓑虫庵（ス
タンプラリー会場）

【対象者】　
　伊賀市・名張市内の小学生とその
保護者

【定　員】
　20 組程度
※応募者多数の場合は抽選

【参加費】
　無料（昼食付き）
※飲み物はご持参ください。

【申込期限】
　７月 31 日㈯　午後５時

【申込方法】
　住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学校名・学年（保護者は年齢）・
性別を記入の上、電話・FAX・E メー
ルのいずれかでお申し込みくださ
い。

【申込先・問い合わせ】
　㈳伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774
　ＦＡＸ 24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp

第 11回伊賀・
税ウォッチング参加者募集
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　今から 65 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。
　市においても恒久平和を願い、そ
れぞれの原爆投下時刻と追悼式の日
の正午にサイレンを鳴らします。
　このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた人々の冥福をお
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。

【サイレンの吹鳴時刻】
　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
　☎ 22-9631
　ＦＡＸ 22-9649
　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
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伊賀市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

消防団夏期訓練のご案内お知
らせ
お知
らせ



　生涯スポーツの振興とともにス
ポーツを通して健全な心身の発達と
体力の向上を図り、明るく健やかで
豊かな市民生活をめざすため、市の
スポーツ振興に関することについて
調査・審議していただける人を募集
します。

【応募資格】
　市内在住の満 20 歳以上の人
※市議会議員および市職員は除く。

【募集人数】
　３人以内

【任　期】
　２年
　（９月１日～
平成 24 年８月
31 日）

【報　酬】
　市の規定に
基づく　

【選考方法】　
　作文審査により、応募の動機、委
員の構成比率などを総合的に考慮し
て選考します。
　なお、選考結果は応募者全員に通
知します。

【応募方法】
　応募の動機（作文字数は任意）・
住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を記入の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅメール
のいずれかでお申し込みください。

【応募締切】
　８月５日㈭必着
※ FAX・Ｅメールの場合は午後５
　時までとします。

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　教育委員会スポーツ振興課
　☎ 22-9680　ＦＡＸ 22-9692
　　 sports@city.iga.lg.jp

　食生活についての正しい知識を身
につけ、健康づくりに役立ててみま
せんか。養成講座を修了された人は

「食生活改善推進員」として、地域
で活動することができます。

【と　き】
　９月７日㈫、10 月８日㈮、11
月 12 日㈮、12 月１日㈬、１月 14
日㈮、２月４日㈮
　いずれも午前 10 時～午後３時

【ところ】　上野ふれあいプラザ４階
研修室、調理室

【受講費用】
　5,000 円（テキスト代含む）

【定　員】 　30 人
【申込開始日】　８月２日㈪　※先着順
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151
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市民盆踊り大会の開催
～打ち上げ花火募金のお願い～
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　毎年、ご好評いただいている「銀
座七夕笹飾り（銀座川）」を今年も
行います。
　河川美化運動の
一環として、ご家
庭の笹飾りを銀座
川に流しに来てく
ださい。

【と　き】
　８月６日㈮
　午後２時～５時

【問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎ 24-2044

◆市民盆踊り大会
　８月 21 日㈯開催の 2010 年伊賀市
市民打ち上げ花火大会で、「市民盆
踊り大会」を開催します。奮ってご
参加ください。

【と　き】
　８月 21 日㈯午後６時～７時 45 分
※午後５時 45 分から受付開始
　（飛び入り参加可）

【ところ】
　上野運動公園スポーツセンター前
広場

【内　容】
　江州音頭・芭蕉ふるさと音頭・忍
術音頭

【申込方法】
　団体で参加される場合は、事前受
付をしますので、７月 30 日㈮まで
にお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628
◆市民打ち上げ花火募金
　募金箱を設置しますので、皆さん
のご協力をお願いします。

【設置場所】
　本庁舎受付
　サンピア伊賀フロント
　サンピア伊賀芭蕉の湯
　だんじり会館
　堀川商店恵美須町店
　岡波総合病院受付
　北伊勢上野信用金庫上野営業部

【問い合わせ】
　市民打ち上げ花火実行委員会　　
　☎ 23-0943

銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」開催
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スポーツ振興審議会
委員募集

募集

食生活改善推進員
養成講座を開催します

募集

上野総合市民病院臨時職員募集
職　種 時　給
看護師   1,497 円～

准看護師   1,252 円～
薬剤師   1,252 円　

【勤務時間】　
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　※この間で相談して決定します。

【問い合わせ】
　市民病院庶務課　☎ 24-1111

　放送大学は、自宅で学べる通信制
の大学です。
　平成22年度第2学期（10月入学）
の教養学部学生および大学院修士選
科生・修士科目生を募集しています。

【学生の種類】
全科履修生：大学卒業を目的に学ぶ。
選科履修生：1 年間在学し、興味の
　　　　　　ある科目を学ぶ。
科目履修生：半年間在学し、興味の
　　　　　　ある科目を学ぶ。

【入学試験・入学資格】　
　入学試験はありません。大学卒業
を目的とする全科履修生は 18 歳以
上で、高等学校卒業またはこれと同
等以上。ほかの履修生は、15 歳以
上であれば可。

【学習方法】
　自宅のテレビ（CS デジタル放送
またはケーブルテレビ放送）で放送
授業を視聴するか、放送大学三重学
習センター（三重県総合文化セン
ター内）のビデオテープなどを利用
して学習します。
※ケーブルテレビは一部視聴できな 
　い場合があります。

【募集期限】　８月 31 日㈫
【問い合わせ】
　放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　ＦＡＸ 059-233-1179
　　 http://www.ouj.ac.jp

放送大学生募集募集

URL


