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※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

「子どもの人権 110 番」
強化週間

お知
らせ
お知
らせ

　学校での「いじめ」や家庭内での
「児童虐待」など、子どもをめぐるさま
ざまな人権問題の解決を図るため、全
国一斉「子どもの人権 110 番」強化週
間を実施します。
【期　間】
　６月 26 日㈪～７月２日㈰
【相談先】
　子ども人権 110 番
　☎ 0120-007-110
　平日：午前８時 30 分～午後７時
　土・日曜日：午前 10 時～午後５時
【問い合わせ】
　津地方法務局人権擁護課
　☎ 059-228-4193

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、更生保護活動
などの事業を実施しています。
◆「愛の資金」にご協力を
　平成 28 年度の「愛の資金」募金総
額は 2,355,456 円でした。ご協力
ありがとうございました。
　引き続きご支援いただきますよう
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。
　法律に違反した場合は、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。
　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。
◆野外焼却の例外
○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
○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
○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
　最小限にとどめてください。
【問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ  20-9107

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）：７月５日㈬　午後４時
○（入）：７月５日㈬　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）：７月 24 日㈪　午後 11 時
○（入）：７月 24 日㈪　午後 11 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）

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野高校明治校舎の玄関の柱
は、丸で中央が多少膨らんでいま
すが、このような形の柱を（　　）
と呼びます。
①ぺディメント　②ヴォールト
③パティオ　④エンタシス

（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　

●６月 30日（金）
　午前 10時～ 11時 20分
　午後０時 30分～４時
　ハイトピア伊賀　１階ロビー
●７月６日（木）
　午前 10時～正午
　午後１時30分～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※５月 22 日現在
○熊本地震災害　549,133 円
○東日本大震災　64,529,235 円
○新潟県糸魚川市大規模火災
　5,589 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

上野天神祭のダンジリ行事
開催日の変更

お知
らせ
お知
らせ

　上野天神祭のダンジリ行事の日程
が、今年から次のとおり変更になり
ます。

　祭りの継承発展につながるよう、
上野天神祭地域振興実行委員会で検
討いただいた結果、今回の変更にい
たりました。今後、市ホームページ
などで情報を掲載します。
　詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】
　上野天神祭地域振興実行委員会（上
野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ  24-3857
　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ  22-9695

【変更後】
　10 月 25 日までの直近の日曜日
◆今年の「上野天神祭のダンジリ
　行事」開催日
　10 月 20 日㈮・21 日㈯・22 日㈰

　　お薬手帳を1冊に
　まとめましょう

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ   22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は１冊にまとめて適切な管理を行
いましょう。

　まとめましょう

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

▲更正ペンギンの
　ホゴちゃん



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

赤十字講習会のご案内お知
らせ
お知
らせ

　健康で安全な生活を送るために、
日本赤十字社三重県支部では各種講
習会を実施していますので、ご活用
ください。
【講習の種類】
○救急法（AED）講習：急病やケガ
　の手当てや災害時の心得、心肺蘇　
　生法と AED の使用方法について
○健康生活支援講習：高齢者の支
　援・介護、健やかな高齢期を迎え
　るための知識・技術について
○災害時高齢者支援講習：災害時の
　高齢者支援に役立つ知識・技術に
　ついて
○幼児安全法講習：子どもに起こり　　
　やすい事故の予防とけがの手当て、
　かかりやすい病気の対処について
【問い合わせ】
　日本赤十字社三重県支部事業推進課
　☎ 059-227-4145

臨時福祉給付金（経済対策分）
の申請はお済みですか

お知
らせ
お知
らせ

　市では、４月上旬に支給対象とな
る可能性のある人の世帯に申請書を
郵送しています。
　申請期限を過ぎると、給付金をお
受け取りいただけませんので、早め
に申請してください。

【申請期限】
　７月 31 日㈪　※必着
　支給対象者など、詳しくは広報い
が市３月 15 日号または市ホームペ
ージをご覧ください。
【問い合わせ】
　生活支援課
　☎ 22-9664　ＦＡＸ 22-9661

臨時福祉給付金（経済対策分）
⇒消費税率引き上げの影響などを
　考慮して、制度的な対応（軽減
　税率の導入）を行うまでの間、
　所得の低い人を対象に、１人に
　つき 15,000 円が臨時特例的
　に支給される給付金

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】　7 月 6 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

上野図書館の
廃棄雑誌をゆずります

催し

　上野図書館で除籍した雑誌などを
おゆずりします。
【と　き】　７月８日㈯～ 16 日㈰
※なくなり次第終了します。
【ところ】
　上野図書館　１階玄関ホール
※予約や題名の案内はできません。
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

いがまち人権センター
第１回解放講座

催し

　いがまち人権センターでは、部落
差別をはじめとするあらゆる差別の
撤廃に向けて年４回の講座を開催し
ています。 
【と　き】　７月７日㈮
　午後７時 30 分～９時
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　LGBT（性的少数者）当事者に係
る社会的課題と今後の取組について
　講師：にじいろ i

あ い る

-Ru
　田中　一歩さん・近藤　孝子さん
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

教育相談募集

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、教育相
談を実施します。
【と　き】
　７月 25 日㈫・27 日㈭・28 日㈮・
31 日㈪、８月１日㈫
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階会議室
※７月 27 日㈭は、阿山保健福祉セ
　ンターで実施します。
【申込方法】
　お子さんが幼稚園・保育所（園）・
小学校に通っている場合は、それぞ
れの園・所・学校を通じて申し込ん
でください。
【申込期限】　６月 22 日㈭
【問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 47-1283　ＦＡＸ 47-1290

介護予防教室
「アンチロコモ★クラス」

募集

【と　き】　７月～平成 30 年３月ま
での第４金曜日
　７月28日、８月25日、９月 22 日、
10 月 27 日、11 月 24 日、12 月
22 日、平成 30 年１月 26 日、２
月 23 日、３月 23 日）
　午後２時～３時 30 分
　（受付：午後１時 40 分～）
【ところ】
　大山田福祉センター（伊賀市平田
656 番地の１）
【内　容】
　いつまでも元気に自立した生活を
送れるよう介護予防を目的とした、
自宅で簡単にできる運動教室です。
　講師：介護予防運動指導士
【対象者】
　市内在住で、介護予防に興味のあ
る人
【持ち物】
　室内用運動靴・飲み物・タオル
※運動しやすい服装でお越しください。
【定　員】
　50 人　※先着順
※登録制（１回のみの参加も可能です。）
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込期間】
　６月 22 日㈭～７月５日㈬
【問い合わせ】
　伊賀市地域包括支援センター中部
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

「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


