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　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野天神祭のダンジリの囃子
は、大半が京都祇園祭の祇園囃
子をならったものですが、（　　）
の１基だけが三味線囃子の五楽
奏を伝承しています。
①上野東町　②上野魚町　③上
野西町　④上野新町

（答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝
くじの社会貢献広報事業として、受
託事業収入を財源にコミュニティ助
成事業を実施しています。
　長田地区住民自治協議会では、こ
の宝くじの助成金により、地域住民
の連帯意識を向上するため実施して
いる体育祭などの各種行事に使用す
る、テントや音響設備の備品を購入
しました。

【問い合わせ】　上野支所振興課　
　☎ 22-9633
　ＦＡＸ  22-9694

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

【義援金総額】
　64,392,946 円 
　（平成 23 年３月 14 日～平成 27
年９月 24 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・各支所（上野
支所を除く。）

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ   22-9673

納税通知書用封筒に広告を載せませんか
◆ 民間事業者、公共的団体の皆さんへ

【掲載箇所】　封筒の裏面
【募集枠】　各封筒につき１枠
【広告の規格】　大きさは縦 70㎜×横 80㎜、色は黒
一色、広告主の名称と連絡先を明記したもの。なお、
原稿は eps 形式の電子データで作成してください。

【申込方法】　納税通知書用封筒広告掲載申込書（様式
第 1 号）に必要事項を記入の上、次の４点の資料を
添付し、申込期間中に課税課へ持参してください。郵
送・ファックス・Ｅメールなどでは提出できません。
なお、申込書は課税課にあります。市ホームページか
らもダウンロードできます。
①広告の原稿を紙に印刷したもの、またはその形状と
　内容を示す書類
②事業者の事業の概要がわかる書類
③広告事業についての許認可証の写し
④伊賀市の市税完納証明書（申し込み日前３カ月以内の

　証明日のものに限る。）
　ただし、伊賀市で市税
　完納証明書を発行でき
　ない場合はこれに替え
　て同意書（様式第 2 号）
　を添付してください。

【申込期間】　11 月２日㈪～ 16 日㈪
【掲載の決定方法】　広告の内容を審査し、掲載するこ
とが適当と認められる申込者の中から、市内に本店、
支店、営業所などがある事業者や団体を優先し、先着
順により決定します。（同着の場合は抽選）
※詳しくは「伊賀市納税通知書用封筒広告掲載募集要
　項」をご確認ください。
※事業者の業種などによっては、広告を掲載できない
　場合がありますので、「伊賀市広告掲載要綱」「伊賀
　市広告掲載基準」をご確認ください。

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　ＦＡＸ   22-9618

　この広告は、広告収入を得て封筒作成経費の一部に充てる取組みで、広告の内容と伊賀市の

税業務に直接の関係はありません。広告内容に関するご質問は、広告主に直接お問い合わせく

ださい。なお、税に関するご質問は市税担当課へお問い合わせください。

○募集する封筒の種類と広告掲載料
名　称 送付先 発送時期 発送数（予定） 広告掲載料

市民税・県民税納税
通知書用封筒

市民税・県民税の納税者のうち普通
徴収による納税者 平成 28 年 6 月中旬 約 20,000 通 20,000 円

軽自動車税納税
通知書用封筒 軽自動車税の納税者 平成 28 年 5 月上旬 約 30,000 通 30,000 円

固定資産税納税
通知書用封筒 固定資産税の納税者 平成 28 年 4 月上旬 約 50,000 通 50,000 円

※この発送時期以降、約 1 年間随時発送することがあります。
※発送予定数を超えた場合、広告掲載のない納税通知書用封筒を送付することがあります。
※広告掲載料には消費税と地方消費税を含みます。
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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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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
○（せ）：11 月４日㈬　午後４時
○（入）：11 月５日㈭　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）：11 月 19 日㈭　午後 11 時
○（入）：11 月 16 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）

しまがはら歴史街道ウォーク催し

　JR 関西本線の利用促進と沿線の
魅力を知っていただくためのウォー
クイベントを行います。
　和銅の道沿いの歴史スポットや紅
葉が楽しめる見どころの多いコース
です。昼食時には豚汁の振る舞いと
餅づくり体験ができます。

【と　き】　11 月 23 日（月・祝）
○受付：午前９時 30 分～
○出発：午前 10 時 30 分
○解散：午後３時 30 分頃
※事前申し込み不要
※小雨決行。中止の場合は、当日午
　前７時に決定します。午前８時 30
　分までに島ヶ原観光振興会へお問
　い合わせください。
※公共交通利用促進のため、鉄道・
　バスをご利用ください。

【料　金】
　300 円　※当日支払い

【内　容】
　JR 島ヶ原駅（集合）⇒旧本陣⇒
行者堂⇒小山川沿い⇒和銅の道⇒観
菩提寺正月堂⇒島ヶ原温泉やぶっ
ちゃ ( 昼食・レストランあり）⇒岩
倉峡⇒ JR 伊賀上野駅（解散）
※距離：約 12km

【持ち物】
　弁当・水筒・敷物
※歩きやすい服装で参加してください。
※小学生以下は保護者同伴

【問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672
　島ヶ原観光振興会　☎ 59-2501

ＪＲ関西本線沿線
ウォーキング

催し

　関西本線木津亀山間複線電化促進
同盟会では、JR 関西本線利用促進
のためのウォークイベントを開催し
ます。日本遺産認定の茶畑景観と紅
葉が織りなす山々の景色などが楽し
めるなど、自然の癒し満載のコース
です。

【と　き】　11 月７日㈯
○受付：午前９時 30 分～
○出発：午前 10 時 20 分
○解散：午後２時 45 分頃
※事前申し込み不要
※小雨決行。中止の場合は、当日午
　前７時に決定します。南山城村総
　務課へお問い合わせください。
※公共交通利用促進のため、鉄道・
　バスをご利用ください。

【内　容】　JR 月ヶ瀬口駅（集合）⇒
今山地区茶畑⇒花鳥の郷⇒山道散策
⇒大河原発電所⇒木津川沿い散策⇒
やまなみホール ( 昼食）⇒農林特産
物直売所⇒ JR 大河原駅（解散）
※距離：約６km

【持ち物】　弁当・水筒・敷物
※歩きやすい服装で参加してください。
※小学生以下は保護者同伴

【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9672
　南山城村総務課　
　☎ 0743-93-0102（直通）

「さるびの」「やぶっちゃ」
共通入浴券を発行します

お知
らせ
お知
らせ

　市では、「大山田温泉さるびの」
「島ヶ原温泉やぶっちゃ」の利用促
進による交流人口の増加やにぎわい
創出のために、両温泉施設の共通入
浴券を発行します。両施設のイベン
ト時などに配布予定ですが、今回は
次の場所でも配布します。

【申込受付・入浴券配布期間】
　11 月 2 日㈪～ 30 日㈪
　午前 8 時 30 分～午後５時 15 分
※本庁（総合政策課）は毎週木曜日
　のみ午後７時 30 分まで延長
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込受付・入浴券配布場所】
　総合政策課・各支所振興課
※ 1 人 4 枚まで、先着 5,000 枚分

【利用期間】　平成 28年1月1日（金・祝）
～3月14日㈪　※入湯税が別途必要

【問い合わせ】
○入浴券について：総合政策課
　☎ 22-9620　ＦＡＸ 22-9672
○イベントや各施設での配布について：
　しまがはら郷づくり公社　
　☎ 59-3939
　大山田温泉福祉公社　☎ 48-0268

三重県立名張青峰高等学校の
校歌（歌詞）

募集

　平成 28 年４月に開校する新しい
高等学校にふさわしい校歌の歌詞を
募集します。
　楽曲は、名張桔梗丘高等学校の校
歌を使用します。
※募集要項・応募用紙・楽曲の楽譜・
　音源は、準備事務局のホームペー
　ジ・名張西高等学校事務室（名張
　市百合が丘東 6-1）にあります。
　詳しくは募集要項をご覧ください。
※採用者には副賞として 30,000 円
　を進呈します。

【応募期間】
　10 月 15 日 ㈭ ～ 11 月 30 日 ㈪　
※必着

【応募先・問い合わせ】
　名張青峰高等学校準備事務局（堀・
中柴）　☎ 64-1525
　http://www.mie-c.ed.jp/nabari-
shinko/

　

● 10 月 28日（水）
　午前 10時～ 11時 30分
　午後０時 30分～３時 30分
　ハイトピア伊賀
● 11 月１日（日）
　午前９時 30～正午、午後１
　時～３時　大山田収穫まつり
　（B&G海洋センター）

献血のご案内

　

▼表彰式の様子

消火協力者に感謝状を贈呈
　９月５日㈯、伊賀市消防本部で
消防表彰（感謝状）を贈呈しました。
　山田　泰王さん、山田　隆太さん　　
　山田　洸太さん、菊森　幹人さん
　表彰事由は、８月 17 日午後６
時 10 分頃、中消防署管内で発生
した建物火災で、消防隊が到着す
るまでに初期消火活動に貢献し、
火災による被害拡大を防止した功
績によるものです。

【問い合わせ】
　消防総務課
　☎ 24-9113
　ＦＡＸ 24-9111


