
12広報いが市
2010. 7. 1
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地デジ化に伴う悪質商法・詐欺などにご注意を！

「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」

　この運動は、すべての人が、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人たち
や非行に陥った少年たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のな
い明るい社会を築いていこうとする
全国的な運動です。
　毎年７月を強調月間としています。
　伊賀市推進委員会では、運動の一
環として「街頭啓発」「作文コンテ
スト」「更生保護活動」などの事業
を推進しています。
＊『愛の資金』にご協力を !
　「社会を明るくする運動」を支え
るため、市民の皆さんの「愛の資金」
へのご協力をお願いします。
【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　℻   22-9661

今月の納税
●納期限　８月２日 （月）●納期限　８月２日 （月）

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

　バス車内での事故がすべての
バス事故件数の約３割を占めて
いることをご存じですか？
　「無理な割り込み」や「急な
飛び出し」などによる事故を回
避するための急ブレーキが、車
内での乗客の転倒など思わぬ負
傷事故を誘発する要因ともなっ
ています。
　ドライバーの皆さんは「優し
い運転」を、バス利用者の皆さ
んは「走行中には席を離れな
い」、「降りるときはバスが完全
に停車してから席を立つ」など
を心がけていただくようお願い
します。
　便利で安全なバスを未来に残
していくためにも、皆さんのご
理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　企画課　　　　　☎22-9621

　便利に安全に
バスを利用するために　

　来年の７月からテレビ放送が地上
デジタル放送に変わります。
　このことから、地デジ用チューナー
を強引に売りつけるなどの詐欺まが
いの商法に気をつけてください。
　これまでに、市の職員を名乗って、
「市が高齢者宅へ地デジ対応テレビ
を配布するので手数料を払ってほし
いと言って現金をだまし取る」など
の被害が発生しています。
　訪問販売員などが訪ねてきたら、
次のことに注意してください。
○いらない時は、はっきりと断る。
○相手の身分を確認する。

○すぐに契約書などに名前を書かず、
　家族に相談する。
○独りの時は、「私ではわかりませ
　ん」などと言って断る。

■警察官採用募集について
　三重県警察では、夏の警察官採用
募集を行っています。詳しくは近く
の警察署、交番、駐在所などへお問
い合わせください。

【問い合わせ】
　伊賀警察署　☎ 21-0110
　名張警察署　☎ 62-0110

社会を明るくする運動お知
らせ
お知
らせ

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

第 26回　青山夏まつりイベ
ント

【と　き】　７月 17日㈯　
　午後３時～９時 30分
【ところ】
　青山ホール前・青山公民館周辺
【内　容】
　こども積み木ひろば、ソーラン踊
り、ヒップホップダンス、バンドラ
イブ、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】　青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻   52-2174

　地上アナログ
放送は平成 23年
（2011）7月末に
通常の放送を終了
します。
　アナログ放送は
今年の 7月から、
ほとんどの局でテ
レビ画面の上下
に、黒い帯（レターボックス化）が
でて、一部では来年 7月の終了に
向けての注意喚起などの告知が送出
されます。

地デジ化まで残り１年ですお知
らせ
お知
らせ

【相談・問い合わせ】
○総務省　三重県テレビ受信者支援
　センター（デジサポ三重）
　☎ 059-993-5511
○総務省　地デジコールセンター
　☎ 0570-07-0101
■平日：午前９時～午後９時
■土・日曜日・祝日：

　午前９時～午後６時
※ＩＰ電話などでつながらない場合
　☎ 03-4334-1111

アナログ

ご覧のチャンネルは、７月で終了します・・・

▲レターボックス化



　銀座商店街では、夏の風物詩とし
て皆さんに親しまれている「七夕笹
飾りコンクール」を開催します。
　そこで、笹飾りの飾り付けをする
個人・団体を募集します。
【と　き】
　７月 30日㈮～ 8月 6日㈮
【内　容】　
　笹竹は銀座商店街で準備します
が、飾り付けは各自でお願いします。
（材料は雨にぬれても良いもので、
リサイクル品など）
◆笹竹の支給　　
　7月 28日㈬
◆笹飾りの搬入　
　7月 30日㈮
【申込期限】　
　7月 16日㈮
【申込先・問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合
　☎ 24-2044
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○問い合わせ：総合危機管理室　☎22-9640　℻   24-0444

ラ ムコ

防災ねっと防災ねっと ― 第２回 ―― 第２回 ―

■出水期の災害について
　これからの季節は暑くなるとともに夕立など雨が降り
やすくなります。
　大雨などで発生する恐れのある災害から身を守るに
は、その特徴を知ることが大切です。
■洪水災害
　川の大きさによって雨水が集まる時間が違うため、小
さな川では強い雨が降ると、すぐに洪水となりますが、
大きな川では豪雨の発生から少し遅れることが特徴です。
　自分のいる場所で雨が降っていなくても、上流の降雨
によって洪水が発生する場合があります。
■土砂災害
《土石流》　大雨などにより多量の岩石や土砂が流水に　
　　　　　よって運ばれる現象。

　「出水期到来　災害の特徴を知ろう」　

絵本読み聞かせ連続講座
（初心者向き）

イベ
ント

～本を通じて人と人のぬくもりを～
　地域、学校、家庭で子育て支援
や読書推進にかかわる活動に興味・
関心がある人、ぜひご参加くださ
い。読み聞かせの
楽しさを実感でき
る講座です。
【と　き】　　　　
　①７月 26日㈪
　②８月２日㈪　
　③８月９日㈪
　①②：午後１時 30分～３時 30分
　③：午前 9時 30分～正午
【ところ】　
　大山田公民館　研修室　
【内　容】
①「読み聞かせの意義・ねらい」
　～なぜ絵本なのか～
②「読むための準備」
　～聞く者を絵本と

共鳴させるために～
③「実践」
　～お話会をひらくにあたって～
《講　師》中

な か い

井　千
ち ほ こ

保子さん
【定　員】　
　30人
【申込開始日】
　7月 12日㈪　※先着順
【申込方法】
　電話または直接お申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　教育委員会大山田公民館
　☎ 46-0130　℻   46-0131

第 13回　
　農業ふれあいまつり

イベ
ント

【と　き】　　
　７月 19日㈪・㈷
　午前９時～午後３時　
　＊少雨決行
【ところ】
　伊賀市農業公園ふれあい広場
【内　容】　
　地元農畜産物の展示即売・地産地
消の啓発などの出展・伊賀産菜種油
使用のドーナツ・足湯・各種演奏・
芸能・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　
　℻   43-2305

七夕笹飾りコンクール募集

【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○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
○飲酒運転の根絶

【問い合わせ】
　市民生活課　
　☎ 22-9638　
　℻   22-9641　

夏の交通安全県民運動実施！
●運動期間：７月 11日～ 20日

《がけ崩れ》　大雨で地中に水がしみこみ、急激に斜面が
　　　　　　崩れ落ちる現象。
《地すべり》　大雨の後など斜面の一部または全体が、　
　　　　　　ゆっくり滑り落ちる現象。
　山鳴りや、がけ・地面のひび割れなど前兆現象にご注
意ください。
■伊賀市土砂災害情報相互通報システム
　早めの避難など、土砂災害対策を進めるため、市内の
雨量や土砂災害情報を見ることができます。
①パソコンからは、
　　 http://dosya.city.iga.lg.jp/www/index.do
　※市ホームページからアクセスできます。
②携帯電話からは、
　　 http://dosya.city.iga.lg.jp/mobile/index.do
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