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お知
らせ

中学卒業程度
認定試験の実施

中学校卒業程度認定試験は、中学
校卒業程度の学力があるかどうかを
認定するために国が行う試験です。
合格した人は、高等学校の入学資
格が得られます。
【受験資格】
①病気などやむを得ない事由により
保護者が義務教育諸学校に就学さ
せる義務を猶予または免除された
人で、今年度末 ( 平成 23 年３月
31 日 ) までに満 15 歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
たは免除を受けず、かつ今年度末
まで満 15 歳に達する人で、中学
校を卒業できないと見込まれるこ
とについてやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めた人
③今年度末までに満 16 歳以上にな
る人
④日本国籍がない人で、今年度末ま
でに満 15 歳以上になる人
【試験科目】 国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）
【試験日時】
11 月２日㈫
午前 10 時～午後３時 40 分
【試験会場】 三重県庁講堂棟３階
第 131・132 会議室
【出願期間】
８月 20 日㈮～９月７日㈫
※当日消印有効
【問い合わせ】
三重県教育委員会事務局高校教育室
進路指導・入試グループ
☎ 059-224-2913

お知
らせ

声の広報、点字広報

「広報いが市」の点字版および録
音版を発行しています。視覚に障が
いのある人には無料でお届けします
ので、
希望される人はご連絡ください。
また、録音版については、障がい
福祉課または各支所の窓口で貸し出
しをしていますので、文字を読むこ
とが困難な人はご利用ください。
【問い合わせ】
上野点字図書館
☎／ＦＡＸ 23-1141
障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662
お知
らせ

再生品展示販売のご案内

伊賀南部クリーンセンターでは、
粗大ごみとして受け入れた木製家具
などを修繕し、再生品として入札方
法で展示販売を行います。
【と き】
○展示入札期間
8 月 5 日㈭～ 24 日㈫
平日 : 午前 9 時～午後 5 時
日曜日・祝日 : 午後 1 時～ 5 時
※土曜日は閉館します。
○開札日
8 月 25 日㈬
【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）
【問い合わせ】
伊賀南部環境衛生組合
☎ 53-1120

地域安全コーナー

家庭の
防災対策について

阪神・淡路大震災で亡くなった人
を確認し、災害に備えて、「非常持
の８割以上は、家屋の倒壊が原因で
ち出し袋」を準備しましょう。
あり、けがをした人の半数以上が家
災害は、いつ、どこで発生するか
具の転倒によるものでした。
わかりません。一人ひとりが防災意
地震や台風などに備え、家の周囲
識をもって、日ごろから準備してお
を確認し、倒れやすいブロック塀、 きましょう。
不安定な瓦やアンテナの補強を行
い、プロパンガスボンベを鎖でつな
■警察官採用募集について
ぐなどの措置をとりましょう。家の
三重県警察では、８月２日から、
中では、タンスや食器棚などへの転
高校卒および大学卒を対象とした警
倒防止措置をとり、壊れやすいものは、 察官採用募集の受付を行っています。
低い所に置くよう心掛けてください。 【問い合わせ】
ご家族で、災害が発生したときの
伊賀警察署 ☎ 21-0110
連絡方法や、避難所などの集合場所
名張警察署 ☎ 62-0110

今月の納税
●納期限

８月 31 日（火）

納期限内に納めましょう
市県民税
（２期）
国民健康保険税 （３期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612

「ふくにん」に
会いに行こう！

伊賀鉄道上野市駅で電車を降
りて改札に向かうと、踏切の手
前にマスコットキャラクターが
見えてきます。忍者の化身であ
ると言われるふくろうをモチー
フにしたこのキャラクターに
「ふくにん」というすてきな名
前がつきました。
「 ふ く に ん 」 と い う 名 前 は、
応募のあった中から採用された
ものです。応募は５月に実施さ
れ、 な ん と 1,700 以 上 の 応 募
があったそうです。皆さんは、
応募されましたか。
今後は伊賀鉄道だけでなく伊
賀市を盛り上げてくれるマス
コットとしても、活躍してほし
いものです。そのためにも皆さ
ん、「ふくにん」に会いに、ぜ
ひ伊賀鉄道に乗って上野市駅に
行ってみてくださいね。
【問い合わせ】
伊賀鉄道株式会社 ☎21-0863
企画課 ☎ 22-9621
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河川環境フェスティバル

【と き】 ８月７日㈯
午前９時～ 11 時（予定）
※受付は午前 10 時 45 分まで。
魚がなくなりしだい受付終了。
【ところ】
青山支所北側木津川河川敷
【内 容】
環境パネル展、魚つかみなど
※環境パネル展は、８月２日㈪～６
日㈮の５日間、青山公民館ロビー
で実施します。
【参加費】 100 円
【問い合わせ】 青山支所住民福祉課
☎ 52-3227 ＦＡＸ 52-2174

イベ
ント

第 35 回いがまち人権・
同和教育研究大会

いがまち同和教育研究会では、
「差
別の現実から深く学び、未来を保障
する教育を確立する」ことをめざし
て、第 35 回いがまち人権・同和教
育研究大会を開催します。
◆全体会
【と き】 ８月 20 日㈮
受 付：午後７時～
開 会：午後７時 30 分～
【ところ】
ふるさと会館いが大ホール
【内 容】
①開会行事
②講演会「ぬくもりを感じて」
【講 師】
徳島県同和地区青少年団体連絡協
議会『止揚の会』中倉 茂樹さん
◆分科会
【と き】８月 21 日㈯
受 付：午前８時 30 分～
開 会：午前９時～
【ところ】
①第一会場：いがまち公民館ホール
②第二会場：霊峰中学校・西柘植小
学校各教室など
【内 容】
①モデル地区別懇談会指定区（西之
澤区）
、いがまち五園保育園、柘
植地域まちづくり協議会からの報
告会の後、懇談会
②人権同和問題に関するビデオによ
る問題提起の後、懇談会
【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 ＦＡＸ 45-9120

お知
らせ

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

伊賀市国際交流協会主催『英語で
遊ぼう！サマーイベント！』に参加
しませんか。幼児向け英語の歌や踊
り、ゲームなどを行います。
【と き】
8 月 31 日㈫
午前 10 時～ 11 時
【ところ】
阿山保健福祉センターホール
【参加費】
500 円／１人
※事前申し込みは不要です。
【持ち物】
はさみ、色鉛筆
【その他】
動きやすい服装でお越しくださ
い。タイムカプセルを開けます。英
語育児や教育に興味のある人も歓迎
です。
【問い合わせ】
阿山支所振興課
☎ 43-1543 ＦＡＸ 43-1679
伊賀市国際交流協会事務局
（企画課内）
☎ 22-9629 ＦＡＸ 22-9628

お知
らせ

上野都市計画
ごみ処理場・公園
都市計画変更案の縦覧

伊賀市しらさぎクリーンセンター
の処理機能が、7 月 1 日から伊賀
市さくらリサイクルセンターに移行
したことに伴い、上野都市計画ごみ
処理場しらさぎクリーンセンターを
廃止する都市計画決定を行う都市計
画変更案と、しらさぎクリーンセン
ター跡地の一部を、上野都市計画公
園しらさぎ運動公園用地に編入する
都市計画変更案がまとまりました。
都市計画法に基づき、次のとおり縦
覧することができます。
なお、この案について縦覧期間中
に意見を提出することができます。
【都市計画案】
◦上野都市計画ごみ処理場の変更
（伊賀市決定）
◦上野都市計画公園の変更
（伊賀市決定）
【縦覧期限】
8 月 9 日㈪
※土・日曜日を除く。
【縦覧場所】
◦都市計画課（阿山支所庁舎内）
◦本庁舎内産業建設部窓口
◦各支所振興課（阿山支所を除く。）
イベ
ント 創業塾 2010 開催
【問い合わせ】
伊賀市商工会では「創業塾 2010」
都市計画課
の受講生を募集します。創業をお考
☎ 43-2315 ＦＡＸ 43-2317
えの人、創業後間もない人、創業に
関心のある人ならどなたでも受講で
お知
らせ お盆の歯科診療について
きます。
【と き】
お盆の間も次の歯科医院で診察を
８月 21 日㈯、28 日㈯、９月４
受けることができます。
日㈯、11 日㈯、18 日㈯の５日間
受診する前には
午前９時 30 分～午後４時 30 分
電話で確認をして
【ところ】
から、保険証など
ヒルホテルサンピア伊賀
を忘れずに持って
【内 容】
行きましょう。
創業に向けての基礎知識の習得と 【実施日】
ビジネスプランの作成
①８月 13 日㈮
【定 員】
午前９時～午後５時
40 人 ※先着順
岩名歯科医院（阿保 621）
【受講料】
☎ 52-0011
5,000 円
②８月 14 日㈯
【申込期限】
午前９時～午後５時
８月 16 日㈪
ふくち歯科クリニック
【申込先・問い合わせ】
（ゆめが丘 2-20-14）
〒 519-1412
☎ 22-2134
伊賀市下柘植 723 番地の１
【問い合わせ】
伊賀市商工会
健康推進課地域医療対策室
☎ 45-2210 ＦＡＸ 45-5307
☎ 22-9705 ＦＡＸ 26-0150

