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納期限内に納めましょう
固定資産税（２期）
国民健康保険税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　８月１日 （月）●納期限　８月１日 （月）

夏休み親子で歩こう！城下町 2016
◆ 城下町をめぐって、伊賀の歴史にふれてみませんか

　上野城下町を歩いて、昔のまちなみや建物を見学
し、歴史を感じてみませんか。
　この機会にぜひ親子でご参加ください。

【と　き】
　８月６日㈯
　午前９時～午後０時 30 分

【ところ】
　集合：ハイトピア伊賀　４階ミーティングルーム
　見学：だんじり会館・芭蕉翁生家・菅原神社　など

【対象者】　市内在住の小学生とその保護者　
※小学生だけで参加できません。

【定　員】　15 組　※先着順
【案　内】　いがうえの語り部の会会員・文化財課職員
【参加料】　保護者は入館料が必要
【持ち物】　スタンプラリー無料手形・水筒・筆記用具

【申込方法】　電話・ファックスまたは、直接ご来館い
ただき、参加者の住所・氏名・電話番号・年齢・人数
をお知らせください。

【申込期間】
　７月４日㈪～18 日（月・祝）
　午前９時～午後５時

【申込先】　上野公民館
※土・日曜日、祝日は、☎ 22-9801 で受け付けます。

【問い合わせ】上野公民館
　☎ 22-9637　FAX  22-9692

伊賀市聴覚障がい者等
　携帯電話 E メール１１９番

　通報利用登録制度

お知
らせ
お知
らせ

　携帯電話の E メールを利用した
119 番通報ができます。（伊賀市内
に限ります。）
　市内であれば外出先から火災発生
の通報や救急の要請ができます。
※事前の登録が必要です。

【対象者】　市内在住の聴覚障がい、
音声機能・言語機能障がいの身体障
害者手帳１・２級をお持ちで、音声
による 119 番通報が困難な人

【申請先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX  22-9662
　消防救急課
　☎ 24-9110　FAX  24-3544

社会を明るくする運動お知
らせ
お知
らせ

「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」

　「社会を明るくする運動」は、さ
まざまな立場の人が力を合わせ、犯
罪や非行のない安全で安心な地域社
会を築こうとする全国的な運動で、
毎年 7 月を強調月間としています。
　「社会を明るくする運動」伊賀市
推進委員会では、皆さんからお寄せ
いただいた「愛の資金」で、街頭啓
発・作文コンテスト・更正保護活動
などの事業を実施しています。
＊『愛の資金』にご協力を !
　平成 27 年度の「愛の資金」募金
総額は、2,074,003 円でした。
　社会を明るくする運動を支えるた
め、皆さんの募金へのご協力をお願
いします。

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

野外焼却はやめましょうお知
らせ
お知
らせ

　「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」により、廃棄物の野外焼却は、
一部の例外を除いて禁止されていま
す。地面に掘った穴やドラム缶での
焼却なども野外焼却に含まれます。
　なお、法律に違反した場合、５年
以下の懲役もしくは、1,000 万円
以下の罰金またはその両方に処せら
れます。
◆野外焼却の例外
①農業・林業・漁業を営むためにや
　むを得ないものとして行われる廃
　棄物の焼却
②風俗慣習上または宗教上の行事を
　行うために必要な廃棄物の焼却
③たき火など、日常生活の焼却で
　あって軽微なもの
※焼却によって大量の煙や臭いが発
　生し、近隣の迷惑とならないよう
　に最小限にとどめてください。
　住宅密集地では、野外焼却がさま
ざまな苦情の原因となります。畑や
庭から出た草木は、堆肥にする、乾
燥させて可燃ごみに出すなど、でき
る限り焼却以外の方法で処分しま
しょう。

【問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　FAX  20-9107

▲

「社会を明る
　くする運動」
　キャラクター
　更正ペンギン
　のホゴちゃん

▲

過去の開催時の
　様子
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夏の交通安全県民運動お知
らせ
お知
らせ

【運動期間】
　７月 11 日㈪～ 20 日㈬

【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、横断歩道における歩行者
　優先の徹底）
○飲酒運転の根絶
○後部座席を含めた全ての座席の
　シートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底
○自転車の安全利用の推進

【問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　FAX 22-9641

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

ご意見をお聞かせください

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「第３次地域福祉計画を
策定しました」「総合型スポーツ
クラブに入ってみませんか？」な
どをお送りします。

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　７月５日㈫～ 21 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日・祝日を除く。
※８日㈮・13 日㈬・15 日㈮・20
　日㈬は午後７時 30 分まで延長し
　て開館します。

【ところ】
　いがまち人権センター

【内　容】
　「外国人差別と多文化共生」

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　７月 27 日㈬まで　
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【内　容】
　「ありのまま、ここで生きる～障
がいのある人の視点から社会を見つ
め直す～」
　本年４月１日に「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律」
が施行されました。
　あらゆる人が、互いを認め合いな
がら共に生きる社会や障がい者を取
り巻く意識の変革、この法律の意義
などを分かりやすく説明するパネル
展です。

【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎／FAX 23-8728

第 32 回青山夏まつり催し

【と　き】　７月 17 日㈰　午後３時～
【ところ】
　青山ホール前・青山公民館周辺

【内　容】　こども積み木広場・ソー
ラン踊り・ヒップホップダンス・和
太鼓演奏・盆踊り・花火・その他各
種団体の出店　など

【問い合わせ】
　第 32 回青山夏まつり実行委員会
事務局（伊賀市商工会青山支部）
　☎ 52-0438　FAX 52-1330
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　FAX 52-2174

大阪フィルハーモニー
交響楽団 伊賀公演

催し

伊賀市文化会館 開館 25 周年記念事業 

【と　き】　９月 22 日（木・祝）
　開演：午後４時（開場：午後３時
30 分）

【ところ】　伊賀市文化会館
【出演者】
　指揮：円光寺　雅彦
　独奏：坂元　愛由子（ヴァイオリン）
　独唱：谷本　綾香（メゾソプラノ）
　管弦楽：大阪フィルハーモニー交
響楽団
　合唱：一般公募合唱団

【入場料】
　2,500 円 （税込）　※全席指定
※未就学児は入場できません。
※前売りで完売した場合は、当日券
　の販売はありません。

【チケット発売日】　７月 10 日㈰
【入場券前売所】　伊賀市文化会館・
サワノ楽器店・イオン伊賀上野店・伊
賀上野ケーブルテレビ㈱・岡森書店白
鳳店・ブックスアルデ近鉄店・チケッ
トぴあ・ローソンチケット

【問い合わせ】　伊賀市文化会館　　　
　☎ 24-7015
　FAX 22-0512
　文化交流課　　　
　☎ 22-9621
　FAX 22-9694

農業ふれあいまつり催し

【と　き】　７月 18 日（月・祝）
　午前９時～午後３時　※少雨決行

【ところ】　農業公園ふれあい広場（予
野 11440 番地の 2）

【内　容】　地元農産物即売・各種出
店・園芸相談・伊賀産菜種油を使用
した食品の販売・バンド演奏・スト
リートダンス・動物ふれあい広場・
餅まき　など

【問い合わせ】
　農業ふれあいまつり実行委員会　
　☎ 39-1250
　農林振興課
　☎ 43-2302　FAX 43-2313

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　７月 26 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928 番地）

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。認知症の人が参加する
　場合は、事前に連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

（写真：飯島　隆）

（©Keita Haginiwa）


