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今月の納税
●納期限　5月 31日 （火）●納期限　5月 31日 （火）

納期限内に納めましょう
軽自動車税（全期）
国民健康保険税（２期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　市が三重交通㈱に委託して運
行しているバス路線（廃止代替
バス路線）のうち、友生線（上
野産業会館～高山）および諏訪
線（上野産業会館～諏訪下出）
について、６月１日から、ご利
用いただく皆さんのご要望やご
利用実態に合わせて、より便利
になるように次のとおりルート
を変更します。
【友生線】ゆめが丘地内に新た
に停留所を３カ所設置し、住宅
地内を循環します。広小路・赤
坂・車坂経由を銀座・茅町駅前・
緑ケ丘本町経由に変更します。
【諏訪線】現在の終点「諏訪下出」
を延長し、その間に新たに停留
所を２カ所設置します。
　ダイヤなど詳しくは決まり次
第、市ホームページおよび行政
情報番組「ウィークリー伊賀市」
でお知らせします。
【問い合わせ】
　企画課　☎ 22-9621

バス路線（友生線・諏訪線）
のルート変更をします

　悪質な業者による消費者トラブル
が後を絶ちません。
　業者が貴金属を買い取ると言って
家を訪問し、強引に貴金属などを安
く買い取ったり、携帯電話のサイト
利用者に高額な料金を請求したりと
いったトラブルが発生しています。
　最近では、海産物業者を名乗った
業者が電話をかけて、カニなどの海
産物を強引に送りつけるトラブルが
相次いでいます。
悪質な業者に騙されないための注意点
○うまい話は疑う。
○しつこいセールスには、強い拒否
　の姿勢を示す。
○知識の乏しい商品や取引には手を

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

　出さない。
○相手業者の所在地・連絡先・担当
　者の名前を確認する。
○その場では絶対に契約をしたり、
　現金を支払ったりしない。
○一人で悩まず、家族に相談する。
　巧みな勧誘に惑わされず、冷静な
判断で対応してください。
　また、リフォーム詐欺や東日本大震
災の義援金を装った詐欺についても
ご注意ください。万が一、被害やトラ
ブルがあった場合は、最寄りの警察
署・交番・駐在所にご相談ください。
【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

悪質商法にご注意を！

青い鳥郵便葉書の無料配布お知
らせ
お知
らせ

【対象者】
　次のいずれかの手帳をお持ちの人
①身体障害者手帳１級・２級
②療育手帳A1・A2
【内　容】
　青い鳥郵便葉書（50円通常郵便
はがき 20枚）を無料で配布します。
【申込方法】
　５月 31日㈫までにお近くの郵便
局へ障がい者手帳を持参し、お申し
込みください。
※郵送でも申し込みができますので、
　詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　郵便事業株式会社　伊賀上野支店
　☎ 21-3232
　最寄りの郵便局

再生品展示販売お知
らせ
お知
らせ

　粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として展示
入札の方法で販売します。
【展示入札期間】
　5月 6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。
【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）
【開札日】　5月 26日㈭
【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　℻   53-1125

日赤社資募集運動お知
らせ
お知
らせ

　5 月 1 日から 31 日までの 1 カ
月間「赤十字運動月間」として全国
的に日赤社資募集運動が行われま
す。赤十字は、地震・風水害など大
きな災害の発生時には迅速に救護班
を派遣し、被災者や傷病者を救護で
きるよう救護要員の育成指導を行う
とともに、被災者へ配備するための
毛布・日用品セットなどの備蓄に力
を注いでいます。このような事業は
すべて皆さんからご協力いただいた
社資や寄付金の事業資金で行われて
います。
　協賛委員が皆さんのお宅へお伺い
しますので、温かいご支援をよろし
くお願いします。
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661
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“すくすくらんど”開所式お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　５月 10日㈫　午前 10時～
【ところ】
　伊賀上野武道館（小田町524番地）
【問い合わせ】
　社会福祉法人
　伊賀市社会事業協会曙保育園内
　地域子育て支援センター
　“すくすくらんど”
　☎ 21-7393　℻   21-2222
　こども家庭課　
　☎ 22-9654　℻   22-9646



ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと ― 第９回 ―― 第９回 ―

■東日本大震災支援活動
　東日本大震災被災地への支援物資や義援金のご提供な
どについて、ご協力をいただきありがとうございました。
　今回は未

み ぞ う

曾有の地震、津波による大災害に加え、原子
力発電所の事故で大きな被害が発生しました。
　市では支援物資の受け入れを行い、多くの人にご協力
いただきました。今後も県などを通じて被災地からの要
望に合わせ、引き続き可能な限りの支援を実施していき
ますので、ご協力をよろしくお願いします。
■市指定避難所の改定について

「被災地支援と市の避難所の変更」　
　市が指定する避難所について、昨年度に変更のあった
のは次のとおりです。ご確認ください。
〈追加指定〉桃青の丘幼稚園（新設）・青山小学校・青山
中学校（以上２カ所は学舎を追加指定）
〈名称変更〉府中小学校（旧府中中学校）・旧しろはと幼
稚園（しろはと幼稚園）・伊賀白鳳高等学校（上野工業
高等学校）※（　）内は変更前の名称
〈指定取り消し〉府中小学校（旧）（移転による）・旧桃
青中学校・上野商業高等学校・上野農業高等学校（以上
３カ所・廃校による）

【問い合わせ】　総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

「あんしん・防災ねっと」
　下記のURL にアクセスすることで、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を閲覧できるほか、
携帯電話のメールアドレスを登録した人には、市から緊急情報メールを送信します。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/　
※携帯電話のバーコードリーダ機能で、QRコードを読み込んで登録できます。
URL

QRコード ▼

水道部市有地の売却お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　５月 31日㈫
　午前９時 30分～（参加受付）
　午前 10時～（入札・開札）
【ところ】
　水道部庁舎（ゆめが丘浄水場）　
２階　第１会議室
　（ゆめが丘７丁目４番地の４）
【売却物件】
○所在地
　服部町２丁目33番地・34番地 
○台帳地目：宅地
○台帳面積：263.46㎡
【最低売却価格】　1,280 万円
【物件調書の閲覧】
　５月 16日㈪～ 27日㈮　
　午前９時～午後４時
※土・日曜日・祝日を除く
※事前に水道総務課で物件調書を閲 
　覧し、現地をご確認ください。
【問い合わせ】
　水道部水道総務課
　☎ 24-0001　℻   24-0006

春の全国交通安全運動
『５月 20 日㈮は交通事故死ゼロ
をめざす日』です
【運動期間】５月11日㈬～ 20日㈮
【運動の基本】
○子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトとチャイル
　ドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

戦没者追悼式お知
らせ
お知
らせ

　戦没者追悼式を挙行しますので、
皆さんご参列ください。
【と　き】　
　５月 21日㈯　午前 10時～
【ところ】　伊賀市文化会館
【問い合わせ】
　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

いがまち同和教育研究会お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　５月 27日㈮
○受　付：午後７時～
○開　会：午後７時 30分～
【ところ】　いがまち公民館
【内　容】
①総会：午後７時 30分～８時 10分
②研修会：午後８時10分～９時30分
《講　師》　津市反差別青少年友の会
　代表　原田　朋

と も き

記さん　
《演　題》　「若い世代からの発信～
差別を許さない立場に立ち続けたい」
【問い合わせ】
　いがまち同和教育研究会（伊賀支
所住民福祉課内）　　　
　☎ 45-9108　℻   45-9120市民公開講座お知

らせ
お知
らせ

【と　き】　５月 15日㈰
○受　付：午後１時 30分～
○講　演：午後２時～
【ところ】
　ゆめぽりすセンター２階　大会議室
【内　容】
①三重県における乳癌診療の現状と
　三重大学乳腺センターが果たす役割
《講　師》　
　三重大学医学部附属病院乳腺セン
ター長　教授　小川　朋子さん
②乳癌診断と治療及び健診の重要性
《講　師》
　上野総合市民病院
　乳腺センター長　杉平　宣仁さん
【問い合わせ】
　上野総合市民病院庶務課
　☎ 24-1111　℻   24-2268

上野図書館・青山公民館
図書室休館のお知らせ

お知
らせ
お知
らせ

　蔵書点検のため休館します。
○上野図書館
《休館日》　５月９日㈪～ 23日㈪
※休館中の図書の返却は、駐車場入
　口の返却用ブックポストをご利用
　ください。
○青山公民館図書室
《休館日》　５月 21日㈯～ 31日㈫
※ 5月 6日㈮から貸し出しできま
　せんので、ご了承ください。
【問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　℻   21-8999
　青山公民館図書室
　☎ 52-1110　℻   52-1211
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