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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）（入）：9 月 27 日㈭
　　　　　　　午後４時
◆参加申込期限

○（せ）（入）：10 月 15 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）

秋の全国交通安全運動

◆ 9 月 30 日㈰は

　交通事故死ゼロを目指す日

　一人ひとりの心がけで、交通事故
をなくしましょう。

【運動期間】

　９月 21 日㈮～ 30 日㈰
【運動の重点】

⑴子どもと高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止

⑵夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止

⑶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

⑷飲酒運転の根絶
【問い合わせ】

　市民生活課
　☎ 22-9638
　ＦＡＸ 22-9641

コミュニティ助成事業

　（一財）自治総合センターが行うコ
ミュニティ助成事業の「地域防災組
織育成事業」を活用して、初期消火
用資機材（D-1 級軽可搬ポンプ資
機材一式）を消防団本部に配備しま
した。
　この助成事業は、宝くじの受託事
業収入を財源に、地域文化の振興、
コミュニティ活動の支援などを通じ
て、社会貢献のために実施される事
業です。

【問い合わせ】　消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

退職金は国の制度で

　中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、開始以来 100 万社以上
の中小企業が利用する国の退職金制
度です。
○国が掛金の一部を助成します。
○掛金は全額非課税で、手数料はか

かりません。
○外部積立型で管理が簡単です。
○パートタイマーも加入できます。

【問い合わせ】

　（独）勤労者退職金共済機構　中小
企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234（代表）
　ＦＡＸ 03-5955-8211

【担当課】　商工労働課

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

催し

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】　10 月 9 日㈫
　午前 10 時～正午

【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【料　金】　100 円
【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

　夕暮れ時は交通事故が多発する傾
向にあり、日没が早くなるこれから
の時期は、帰宅時間帯のラッシュと
重なり、一層の注意が必要です。
　夕暮れ時の自動車・オートバイ・
自転車の運転時には、早めのライト
点灯を心がけましょう。
　歩行者や、自転車を運転する人は、
タスキや腕章などの反射材を着用し
て安全を確保し、交通事故防止に努
めましょう。　

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　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
まずにお話しましょう。

【と　き】

　10 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

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】　※ 8 月 20 日現在
○熊本地震災害　575,782 円
○東日本大震災　64,588,115 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害　

21,742 円
○バングラデシュ南部避難民
　5,594 円
○平成 30 年大阪府北部地震災害
　22,032 円
○平成 30 年米原市竜巻災害
　2,164 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　154,403 円
※お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じて、支援を必要と
する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

「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

夕暮れ時、ちょっと早めの
ライト・オン運動

【実施期間】

　10 月１日㈪～ 12 月 31 日㈪
【推進事項】

⑴夕暮れ時の早めのライト点灯（自
動車、オートバイ、自転車）

⑵反射材の着用推進（歩行者、自転
車利用者）
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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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　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

市民公開講座
「ひざの痛みについて」

【と　き】　10 月 6 日㈯
　午後 2 時～ 4 時
　（受付：午後 1 時 30 分～）

【ところ】

　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
【内　容】

「立つときや歩くときにひざが痛い。」
「なぜ痛くなるのか？」
「どうしたら予防できるのか？」など、
ひざのことでお悩みの人に、整形外
科の医師とリハビリスタッフが、ひ
ざの痛みやひざを鍛える体操などに
ついて分かりやすくお話しします。
ぜひご参加ください。
○講師：（社医）畿内会　岡波総合病院
　整形外科　医長　衣川　和良さん

【定　員】　先着 90 人
※申し込み不要

【問い合わせ】　岡波総合病院リハビ
リテーション科
　☎ 21-3135　ＦＡＸ 21-5237

【担当課】　医療福祉政策課

【と   き】　10 月 13 日㈯
　午前 9 時～午後 3 時

【ところ】　三重刑務所
　（津市修成町 16 番 1 号）

【内　容】　犯罪や非行の防止と罪を
犯した受刑者の更生について理解し
ていただくため、体験コーナーのほ
か、刑務所の資料展示や作業製品の
販売を行います。

【問い合わせ】　三重刑務所
　☎ 059-226-9144

【担当課】　医療福祉政策課

第 32 回三重矯正展

　地価調査基準地価格の公表を受け、
広く市民の皆さんに理解していただ
くため、相談会を実施します。

【と   き】

　10 月 1 日㈪
　午前 9 時 30 分～正午

【ところ】

　本庁舎　２階第３会議室
【内　容】

　地価・地代・家賃・土地利用につ
いての相談
　詳しくは（一社）三重県不動産鑑定
士協会へお問い合わせください。

【相談員】

　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士

【問い合わせ】

　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671

【担当課】

　都市計画課

土地無料相談会

　三重県計量検定所では次の日程で
定期検査を実施します。

【検査日時・場所】

① 10 月３日㈬
　午前 10 時 30 分～午後２時
　青山公民館　ロビー
② 10 月４日㈭
　午前 10 時 30 分～午後２時
　大山田農村環境改善センター　玄
関ロビー
③ 10 月５日㈮
　午前 10 時 30 分～午後３時
　いがまち公民館　ホール
④ 10 月９日㈫
　午前 10 時 30 分～午後２時
　阿山保健福祉センター　ホワイエ
⑤ 10 月 10 日㈬
　午前 10 時 30 分～午後３時
　ゆめぽりすセンター　会議室１
⑥ 10 月 11 日㈭
　午前 10 時 30 分～午後３時
　ゆめぽりすセンター　会議室１
◆検査対象の計量器

○商店・スーパーなどで肉や魚など
の商品の重さを計量するはかり

○医療機関・薬局などで薬の調剤に
使用するはかり

○医療機関・学校・福祉施設などで
健康診断に利用するはかり

○庭先販売・行商に使用するはかり
○宅配便の荷物の料金算出用のはか

り（取り次ぎも含む。）
※定期検査までに計量士による「代

検査」を受けた場合は、検査の必
要はありません。

※対象となる計量器をお持ちの人に
事前調査書を送付しています。事
前調査書が届いていない人は商工
労働課までご連絡ください。

※検査を受検しなかった場合は、三
重県計量検定所（津市）へ計量器
を持参し、検査を受けていただく
ことになります。

【手数料】

　計量器の能力・種類・形式によっ
て異なります。

【問い合わせ】

○三重県計量検定所
　☎ 059-223-5071
○商工労働課
　☎ 22-9669
　ＦＡＸ 22-9628

はかりの検査を受けましょう

　市内在住・在勤・在学の人限定で、
ブースで免許証・学生証・名札などを
提示すると無料で試合観戦できます。

【と   き】　10 月 7 日㈰
　午後 1 時～

【ところ】　上野運動公園競技場
【内　容】

　2018 プレナスなでしこリーグ

　2 部第 15 節

　伊賀 FC くノ一 

　　　　対　スフィーダ世田谷 FC

　当日はサッカー教室などのイベン
トが盛りだくさん！
　詳しくは伊賀 FC くノ一公式サイ
トをご覧ください。
　https://www.igafc.jp/

【問い合わせ】

　スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ 22-9852

伊賀 FCくノ一
市民感謝 DAY

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。

【と   き】　10 月 13 日㈯
　午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分

【ところ】

　ハイトピア伊賀　3 階
【対象者】

　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【申込先・問い合わせ】

　東海税理士会上野支部
　☎ 51-0932
　（午前 9 時～午後 4 時）
※土・日曜日、祝日を除く。
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/

【担当課】　課税課

税理士相談会

催し

催し

催し

催し催し

催し


