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今月の納税
●納期限　９月 30日 （木）●納期限　９月 30日 （木）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税　（４期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　「交通安全」・「合格祈願」
　きっぷはいかがですか？　

　伊賀鉄道が楽しいイベントや
グッズ販売など、さまざまな取
り組みを行っていることは、皆
さんご存じですか。今回はその
中で記念きっぷ・お得なきっぷ
について紹介します。
　昨年度は、「かたやきっぷ」（か
たやき付）や、陶器カップのきっ
ぷなど、お得なきっぷが販売さ
れました。
　現在は、伊賀焼の「交通安全
きっぷ」や「合格祈願きっぷ」
が発売されていて、受験生など
に大変好評だそうです。来年３
月末まで有効ですので、入試の
日に使用することもできます。
　今後も、開業３周年記念きっ
ぷや廃車される車両の惜別きっ
ぷのほか、お得なきっぷの発売
が計画されています。
【乗車券に関する問い合わせ】　
　伊賀鉄道株式会社　☎21-0863
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

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

　警察では、犯罪などによる被害の
未然防止や、県民の安全と平穏につ
いての相談に応じています。
　どこに相談したらよいかわからな
い人も、安心してご相談ください。
◇警察総合相談
　☎♯ 9110
　☎ 059-224-9110
　これ以外にも、以下のような相談
電話をご利用いただけます。
①犯罪被害者のための弁護士による
　法律相談（要予約）
　☎ 059-221-7830

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー
「警察安全相談の日」です

９月 11日は

②少年相談 110 番（少年問題に関
　するあらゆる相談）
　☎ 0120-41-7867
③暴力相談電話（暴力団に関する相談）
　☎ 0120-31-8930
④国際事犯相談電話（外国人からの
　犯罪被害などの相談）
　☎ 059-223-2030
【電話相談の受付時間】
　月～金曜日（祝日を除く）
　午前９時～午後５時
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

　下水道は、私たちが日常使う洗濯
やお風呂、台所やトイレからの汚れ
た水を、下水道管を通して下水処理
場へ運び、微生物などの働きを利用
してきれいな水にして自然に還元し
ています。
　また、雨が降ったときには、雨水
管を通して雨水を速やかに川などに
流し、浸水から街を守っている地域
もあります。
　このように下水道は、私たちの快
適で衛生的な生活を確保するととも
に、河川などの公共用水域の水質保
全に大きな役割を担っています。
　その下水道施設を長く、快適にお
使いいただくため、次のことにご注
意ください。
①油を流さない。
②自然にやさしい洗剤を使う。
③髪の毛など、排水管が詰まるよう
　なものを流さない。
　「下水道の日」を機に一人ひとり
が心がけましょう。
【問い合わせ】
　下水道課
　☎ 43-2318
　ＦＡＸ   43-2320

9月 10日は「下水道の日」お知
らせ
お知
らせ

　近年のペットブームにより、家庭
で飼われる動物が増加し、保健所や
市役所に寄せられる動物に関する苦
情が増加しています。
　飼い主は所有者としての責任があ
ります。ペットの健康と安全を守る
とともに、ペットがほかに危害や迷
惑をおよぼすことがないように努め
なければなりません。

　犬を飼っている
　　　　　　皆さんへ
①散歩中のフンは必　
　ず持ち帰りましょう。
②ムダ吠えやフン尿の放置で近所に
　迷惑をかけないようにしましょう。
③放し飼いは禁止です。犬の散歩時
　は犬を制御できる人が綱などにつ
　なぎましょう。

猫を飼っている皆さんへ
①感染症や不慮の事故な
　どの防止のため、猫は
　屋内で飼いましょう。

②トイレの場所をしつけて、フン尿
　の放置で近所に迷惑をかけないよ
　うにしましょう。
③むやみに繁殖させることのないよ
　う不妊手術などの措置をとりま
　しょう。

　かわいがるだけでなく、飼い主が
十分な知識と責任を持って、人と動
物のよりよい関係をめざしましょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ   22-9641

９月 20日～26日は
動物愛護週間

お知
らせ
お知
らせ
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　９月 28 日㈫入札開始のインター
ネット公売は、申込期間が９月９日
㈭から 22 日㈬までです。インター
ネット公売参加手順や公売物件の詳
細は、市ホームページでご確認くだ
さい。なお、都合により予定を変更
する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
　市では今後も税を公平にご負担い
ただくための取り組みを進めます。
税の納期限内納付にご協力をお願い
します。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

インターネット公売情報お知
らせ
お知
らせ

語り部が選ぶ
伊賀のパワースポット巡り
～オカリナコンサートin霊山寺～

イベ
ント

　伊賀市商工会が地域活性化イベン
トを開催します。
　パワースポット巡り、オカリナコ
ンサート、地元食材を使った昼食…
素敵な時間を過ごしませんか。
【と　き】
　10 月３日㈰
　集合時間：午前９時 30 分
【集合場所】
　㈱トウペ製造三重工場駐車場（柘
植町 2700 番地）
※パワースポット巡りはマイクロバ
　スを用意します。
【定　員】
　60 人　※先着順
【参加費】　3,000 円
【申込期限】
　９月 10 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307

上野城薪能イベ
ント

【と　き】
　９月 25 日㈯
　午後５時開場　午後６時開演
【ところ】
　伊賀上野城本丸広場 特設舞台

（雨天の場合は市立上野西小学校体
育館）
【演　目】　　　
①仕舞「小督」ほか８曲　能楽教室
生徒　
②喜多流　半能「橋弁慶」　長田　郷
③仕舞（喜多流能楽師による）
　「月宮殿」　和谷　衡市
　「経政」　　松井　俊介
　「蝉丸」　　梅津　忠弘
　「殺生石」　松井　彬
④和泉流　狂言「栗焼」　佐藤　融
⑤喜多流　能「紅葉狩」　長田　驍
【その他】
　演目の解説チラシは、本庁舎玄関
受付、商工労働観光課（阿山支所庁
舎内）、各支所振興課および伊賀上
野城でお渡しします。
【主　催】
　上野城薪能実施委員会
【問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311
　伊賀上野城（当日）
　☎ 21-3148

いがまち人権パネル展イベ
ント

　アウシュビッツは、第二次世界大
戦中、人種差別政策によって生み出
された大規模強制収容所で、罪のな
い多くの尊い命が国の政策によって
奪われました。この非人道的な行為
は、当時の歪んだ思想を物語ってい
ます。今日では『人類が二度と繰り
返してはならない 20 世紀の負の世
界遺産』として私たちに強烈なメッ
セージを発信し続けています。
　差別のない社会をめざすために
は、差別に対してひとりでも多くの
人が、正しい知識をつけ、自分に何
ができるかを考えていくことが必要
ではないでしょうか。
　パネルを通じて、人権とはどのよ
うなものか、改めて考えていただき
たいと思います。
【と　き】
　９月６日㈪～ 16 日㈭
　午前９時～午後５時
　※土・日曜日を除く。
【ところ】
　いがまち人権センター
【展示内容】
　「アウシュヴィッツ全記録」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

第60回「社会を明るくする
運動」記念大会

イベ
ント

～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～

　第 60 回「社会を明るくする運動」
の一環として、記念行事を開催します。
　伊賀警察署長の基調講演をはじめ
作文コンクール表彰やアトラクショ
ンを開催しますので、多数ご参加く
ださい。
【と　き】
　９月 19 日㈰　正午～午後４時
【ところ】
　あやま文化センター
　　　　　　　　さんさんホール
　　　　　　　　【問い合わせ】
　　　　　　　　　厚生保護課
　　　　　　　　　☎ 22-9650
　　　　　　　　　ＦＡＸ 22-9661

『ある歌人の旅日記から』
～橘曙覧と今滋に学ぶ～

イベ
ント

青山公民館図書室公開講座
　―第４回おはなし広場―

　“清貧の歌人”橘曙覧の歌は、か
つてアメリカのクリントン大統領
が、歓迎レセプションのスピーチに
引用したことでも知られています。
　曙覧は、1861 年に伊勢神宮参拝
の折、息子今滋とともに旅をして阿
保を通っています。その時の旅日記

『榊の薫』に記述がみられます。
　親子の旅日記から、愛情・子育て・
親子の絆の原点について講演してい
ただきます。
【と　き】
　９月 15 日㈬
　午前 10 時～ 11 時 30 分
※事前に電話でお申し込みください。
【ところ】
　青山公民館図書室
【講　師】
　名張郷土研究会
　顧問　松鹿　昭二さん
【申込先・問い合わせ】
　教育委員会青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211


