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　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　伊賀組

くみ

紐
ひも

の代表格である「高
麗織り」を織る台はなに？
①丸台　②角台　③綾竹台　
④高台　　　 （答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　今から 71 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方々の冥福をお
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
　☎ 47-1286　ＦＡＸ  47-1288
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ  22-9673

人権擁護委員の委嘱お知
らせ
お知
らせ

【再　任】
○槌野　策司さん（上野丸之内）
○野田　眞治さん（愛田）
○森岡　美恵子さん（下阿波）

【新　任】
○山﨑　和憲さん（木興町）
○山岡　芳久さん（島ヶ原）
　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。

【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ  47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　ＦＡＸ  21-1891

高齢者向け給付金（年金生活
者等支援臨時福祉給付金）の

申請はお済みですか

お知
らせ
お知
らせ

　市では、支給対象となる可能性の
ある人の世帯に、４月上旬に申請書
を郵送しています。

【対象者】
　平成 27 年度分住民税が課税され
ていない人のうち、65 歳以上（昭
和 27 年４月１日以前生まれ）の人
※対象者を扶養している人が平成
　27 年度分住民税を課税されてい
　る場合や、生活保護受給者である　
　場合などは対象になりません。

【申請期限】　７月 29 日㈮　※必着
※申請期限を過ぎると、給付金を受
　け取れませんので、すみやかに申　
　請してください。

【申請先・問い合わせ】　生活支援課
　☎ 22-9664　ＦＡＸ  22-9661

高齢受給者証が
新しくなります

お知
らせ
お知
らせ

　高齢受給者証は、医療機関などで
受診する場合に自己負担額を証明す
るものです。
　現在お使いの高齢受給者証の有効
期限は、７月 31 日㈰です。
　国民健康保険の加入者で 70 歳か
ら 74 歳までの人には、８月１日㈪
からご使用いただく高齢受給者証を
７月中旬に郵送します。
　受診する際は、国民健康保険被保
険者証と新しい高齢受給者証を窓口
に提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生
　月の下旬（１日生まれの人は誕生
　月前月の下旬）に郵送します。

【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ  26-0151

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】※６月 20 日現在
　熊本地震災害　466,343 円
　東日本大震災　64,521,850 円
　エクアドル地震　2,536 円
※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。

【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

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

催し

　英語を使って歌や踊りを楽しみま
す。アロマセラピーやベビータッチ
などの企画もあり、大人も子供も楽
しめます。夏休みの思い出にぜひご
参加ください。

【と　き】　8 月 23 日㈫
　午前 10 時～ 11 時

【ところ】　
　阿山保健福祉センター　ホール

【対象者】　英語に興味のある親子、
英語教育に関心のある人

【参加料】　子ども１人につき 500 
円（アメリカンパイ非会員）

【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
事務局　☎ 22-9629　　　
　市民生活課　　
　☎ 22-9702　ＦＡＸ  22-9641

認知症家族教室催し

　認知症の人を介護する家族の学び
と情報交換の場です。

【と　き】　８月 18 日㈭
【ところ】　（一財）上野病院　大会議室
【内　容】　
○講演
　午後１時 30 分～２時 30 分
　演題：「認知症治療薬について」
　講師：伊賀薬剤師会　薬剤師
○つどい交流会
　午後２時 30 分～３時 30 分　
※認知症の人が参加する場合は、事
　前にご連絡ください。

【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

《高齢者向け給付金とは》　賃金引
き上げの恩恵が及びにくい低年金
受給者などを支援し、今年前半の
個人消費の下支えとなるよう、低
所得の高齢者を対象に１人につき、
30,000 円が支給される給付金
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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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募
　
集

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版

消防団夏期訓練催し

　消防団員の士気高揚と団結を図る
目的で、伊賀市消防団夏期訓練を実
施します。
　市民用観覧席を準備しますので、
どうぞご見学ください。

【と　き】　8 月 7 日㈰
【ところ】
《メイン会場》
○伊賀分団
　柘植中学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前９時～
《サブ会場》
○上野中分団
　上野西小学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前 8 時～
○上野西分団
　成和西小学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前 9 時～
○上野北分団
　旧丸柱小学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前 8 時 30 分～
○上野東分団
　府中小学校グラウンド（雨天決行）
　午前 9 時～
○上野南分団
　比自岐小学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前 8 時～
○島ヶ原分団
　島ヶ原支所横駐車場（雨天時：島ヶ
原中学校体育館）　午前 8 時～
○阿山分団
　阿山中学校グラウンド（雨天時：
同体育館）　午前 8 時～
○大山田分団
　せせらぎ運動公園（雨天時：農村
改善センター）　午前 9 時～
○青山分団
　青山北部公園（雨天時：同体育館）
　午前 8 時～

【訓練内容】
　通常点検・消防操法・火災想定訓
練など
※雨天時は、訓練内容などを変更し
　ます。

【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。

【と　き】　8 月 4 日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　4階ミー
ティングルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】　三重県がん相談支援
センター　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」

催し

　以前は、役目を終えた七夕の笹飾
りを河川に流す習慣がありました
が、現在は環境問題の要因となりま
す。そこで、銀座商店街七夕笹飾り
コンクールの際に、川に見立てた「銀
座川」で笹流しを行います。
　ご家庭の笹飾りも、河川美化運動
の一環としてこの機会に銀座川へ流
しに来てください。

【と　き】　８月６日㈯
　午後２時～５時 30 分

【問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　ＦＡＸ 24-2065
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

人権政策審議会委員募集

　市の人権政策に係わる重要事項
や、あらゆる差別の撤廃、市民など
の人権擁護に関して必要な事項を調
査・審議するため、人権政策審議会
委員を募集します。

【募集人数】　2 人程度
【応募資格】
○市内在住で満 20 歳以上
○市が設置する他の審議会・その他
　附属機関の委員でない人
○市議会議員・市職員でない人

【任　期】　委嘱の日から 2 年間
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【開催回数】
　年２～４回程度（平日の昼間）

【応募方法】
　人権が尊重される社会づくりにつ
いての提言や自分の役割などを、小
論文「伊賀市における人権政策の推
進と私の役割」として、800 字以
内にまとめ、所定の応募用紙とあわ
せて、郵送・E メール・持参のいず
れかで提出してください。
　応募様式は、人権政策・男女共同
参画課、各支所振興課にあります。
市ホームページからもダウンロード
できます。

【選考方法】
　小論文審査・面接
　委員の構成比率などを考慮して決
定します。
※選考結果は、本人に通知します。

【応募期限】
　８月 15 日㈪　※消印有効

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 650 番地
　大山田農村環境改善センター内
　伊賀市人権生活環境部人権政策・
男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

旧崇広堂書道展募集

第１回書道講座「細筆書き (ひらが
な )に挑戦しよう !」
　「ひらがな」をさらさら書いてみま
せんか。作品づくりで細筆の持ち方
や書き方の基本を楽しく学びます。

【と　き】　８月 21 日㈰
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】　史跡旧崇広堂　講堂
【対象者】　小・中学生
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　書道道具一式
※用紙は文化財課が用意します。

【講　師】　峠　美晴さん
【料　金】　100 円（参観料）
【申込方法】　電話
【申込期間】
　7 月 21 日㈭～８月 18 日㈭

【申込先・問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290


