
今月の納税

納期限内に納めましょう
市・県民税（２期）
国民健康保険税（２期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612
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青山図書室の図書・
雑誌リサイクル

お知
らせ
お知
らせ

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルが届きます。また、災害時の緊
急情報・避難所情報や休日・夜間
診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

【問い合わせ】住民課
　☎22-9645　ＦＡＸ22-9643証明窓口業務延長のご案内

◆ 毎週木曜日は証明窓口を延長しています

【と　き】　毎週木曜日　午後７時 30 分まで
※祝日・年末年始を除く。
【ところ】　住民課・課税課・収税課
※各支所住民福祉課では延長していません。
【取扱業務】
◆住民課
◦住民票の写しの交付
◦住民票記載事項証明書の交付
◦戸籍謄本（全部事項証明）の交付
◦戸籍抄本（個人事項証明）の交付
◦除籍・改製原戸籍謄抄本の交付
◦身分証明書の交付
◦印鑑登録
◦印鑑登録証明書の交付
◦住民基本台帳カードの交付
◦住民基本台帳カードの多目的利用申請

※証明書交付時には「本人確認書類」（運転免許証・住
　民基本台帳カード・パスポートなど官公署発行の写
　真が貼付された書類）を提示してください。
※本人が来庁しても本人確認書類を持っていないとき
　や、代理人申請のときは、印鑑登録や住民基本台帳
　カードの即日交付、住民基本台帳カードの多目的利
　用登録はできません。
※戸籍の届出は証明窓口では取り扱いできませんので、
　本庁・各支所の守衛室（宿直室）へお越しください。
※転入届などの住民異動届は取り扱いできません。
◆課税課・収税課
◦所得証明の交付など
※一部の業務を除く。
【問い合わせ】◦住民課
◦課税課　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618
◦収税課　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

８月は「道路ふれあい月間」お知
らせ
お知
らせ

　国土交通省では、毎年８月１日～
31 日の１カ月間を「道路ふれあい
月間」とし、特に８月 10 日を「道
の日」と定めています。
　地域の皆さんには日頃から道路の
除草作業や側溝の清掃、道路補修な
どにご協力をいただきありがとうご
ざいます。
　市では、道路パトロールを実施し、
安全に道路を利用できるよう努めま
すのでご協力をお願いします。道路
の異常を発見したときはお知らせく
ださい。
【問い合わせ】　建設１課
　☎ 43-2321　ＦＡＸ 43-2324
　建設２課　
　☎ 43-2328　ＦＡＸ 43-2324

　古くなった図書・雑誌を有効利用す
るため、希望する人にお譲りします。
【と　き】　８月４日㈫～
※公民館ロビー開館時間内
※８月 15 日㈯を除く。
※なくなり次第終了します。
【ところ】　
　青山公民館ロビー
※予約や図書名の案内などはできま
　せん。
【問い合わせ】　
　青山公民館
　☎ 52-1110
　ＦＡＸ 52-1211

「伊賀市くらしのガイドブック」
を発行します

お知
らせ
お知
らせ

　市の歴史や観光などの地域情報に
加え、市役所での各種手続きの案内
や行政情報など、市民の暮らしに役
立つ情報をまとめた冊子「伊賀市く
らしのガイドブック」を製作するこ
とになりました。
　この冊子の発行と市内の全世帯へ
の配布は、協働で製作する㈱サイ
ネックスが行います。
　広告掲載を希望する人は、お問い
合わせください。
※市内の全世帯への配布（無料）は、
　平成 28 年１月末までを予定して
　います。
【問い合わせ】
◦広告について：㈱サイネックス三
重支店　☎ 0598-23-9220
◦伊賀市くらしのガイドブックにつ
いて：総務課
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440
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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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「年金情報流出」を口実とした
犯罪にご注意ください

お知
らせ
お知
らせ

　日本年金機構への不正アクセスに
より、年金機構が保有している情報
の一部が流出する事案がありました。
　これに伴い、日本年金機構を名
乗って口座番号を聞き出そうとする
者や、「流出した個人情報を削除し
てあげる」と持ちかけてくる者が現
れています。
◦日本年金機構から、この件につい　
　て電話やメールで連絡することは
　一切ありません。なお、流出が確
　認された方への新しい基礎年金番
　号は郵送でお知らせします。
◦日本年金機構が、お金やキャッシ
　ュカードを要求することは一切あ
　りません。
◦日本年金機構が、ATM の操作を
　お願いすることは一切ありません。
　情報の流出が心配な場合などは専
用電話窓口または津年金事務所へご
相談ください。
【問い合わせ】
　日本年金機構専用電話窓口（通話
料無料）　
　☎ 0120-818211
　受付時間　午前８時 30 分～午後
９時（平日・土日）
　津年金事務所　☎ 059-228-9112

小学生のおはなし
シールラリー

催し

　上野図書館のおはなし会に参加し
て、参加シールを集めましょう。
【対象のおはなし会】
①「ことばだけで伝えるおはなし会
ストーリーテリングの世界　第１部」
　８月９日㈰　午後２時～
　本を持たずに語ります。
※第２部の一般向けは、申し込みが
　必要です。（広報いが市 7 月 15 日
　号参照）
②「いろんなコトバでえほんを楽し
もう」
　８月 22 日㈯　午前10時 30 分～
　外国語の絵本も登場する読み聞か
せ会です。　　
③「き・も・ちの万華鏡～おはなし
会とミニブックトーク～」
　９月 19 日㈯　午後２時～
　”笑ったり””怒ったり””泣いたり”。
小学生のさまざまな気持ちが描かれ
た絵本や児童書を紹介しながら読み
聞かせをします。
※いずれも場所は、上野図書館２階
　視聴覚室です。
※未就学児も参加できます。
※３つのおはなし会に参加した小学
　生には、③終了時に抽選でささや
　かなプレゼントをお渡しします。
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　寺田市民館では、部落差別をはじ
めとするあらゆる差別の解消をめざ
して、毎月テーマを変えて、「じん
けん」パネル展を開催しています。
【と　き】　
　８月３日㈪～ 27 日㈭
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日は除く。
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー
※寺田市民館・寺田教育集会所は大
　規模改修工事のため展示場所を変　
　更して開催します。
【内　容】　「原爆と人間」
　原子爆弾の恐ろしさを忘れず、平
和の尊さを考え、真実を正しく理解
し、悲惨な戦争を再び繰り返さない
ことを伝えるパネルです。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

伊賀地域のぶどう即売会催し

【と　き】
　８月 25 日㈫　午後１時～３時　
【ところ】
　伊賀の里モクモク手づくりファー
ム（西湯舟 3609）
【内　容】　
　午前中に行われる品評会での逸品
を即売します。
※品評会審査は、午前 10 時から阿
　山保健福祉センター内で行います。
　見学可。
【問い合わせ】　
　伊賀園芸振興協議会事務局（三重
県伊賀農林事務所農政室内）　
　☎ 24-8141

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】
　８月 25 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【内　容】
　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。認知症の人が参加する
　場合は、事前に連絡してください。
【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

　県内最初の鉄道駅である柘植駅の
開設 125 年記念展示として、当時
の駅前の町並みの模型や資料、昭和
から平成にかけて柘植を駆け抜けた
鉄道の模型などを展示しています。
　ぜひご覧ください。
【と　き】
　10 月 11 日㈰までの午前９時～
午後４時 30 分
※毎週月曜日を除く。
【ところ】　
　柘植歴史民俗資料館　１階展示室
【問い合わせ】
　文化財課　
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290
　柘植歴史民俗資料館
　☎ 45-1900

企画展『県内で最初にできた
鉄道駅 東柘植のすてんしょ展』

催し

伊賀オーガニックフェスタ
2015

催し

【と　き】　８月 30 日㈰
　午前 10 時～午後３時　
※雨天決行、荒天中止
【ところ】
　旧丸柱小学校
【内　容】
　有機農産物を中心とした旬の食
材、地域色豊かな食べ物・飲み物や
工芸品などの対面販売、ものづくり
体験、歌や踊りなどの楽しい催しです。
　今年は伊賀焼の里、丸柱の陶芸作
家と連携して、「食と暮らしを支え
るつくり手たち」をテーマに開催さ
れます。
　詳しくはホームページをご覧くだ
さい。（http://iyuukyo.jp/）
【問い合わせ】
　伊賀有機農業推進協議会（担当：
近藤）　☎ 39-0393
　　info@iyuukyo.jp
　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313


