お知
らせ

上野総合市民病院
小児科診療休診

お知
らせ

社会を明るくする運動

お知
らせ

７月は「河川愛護月間」
～７月７日は「川の日」～

「犯罪や非行を防止し、立ち直り
上野総合市民病院の小児科診療を
毎年７月は「河川愛護月間」です。
を支える地域のチカラ」
当分の間休診します。
日頃から河川の草刈りなど管理や
「社会を明るくする運動」は、さ
今後の診療は詳細が決まり次第お
清掃にご協力いただきありがとうご
まざまな立場の人が力を合わせ、犯
知らせします。
ざいます。
罪や非行のない安全で安心な地域社
【問い合わせ】
河川は、誰でも自由に利用できま
会を築こうとする全国的な運動で、
上野総合市民病院医療事務課
すが、大雨による急な増水などで避
毎年 7 月を強調月間としています。
☎ 24-1111 ＦＡＸ 24-2268
難が遅れたり、川の深みに転落する
社会を明るくする運動伊賀市推進
など、水難事故につながることがあ
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」 ります。
催し 大山田温泉さるびの
この河川愛護月間を通じて河川に
「作文コンテスト」「更生保護活動」
7 月イベント情報 などの事業を推進しています。
対する理解を深め、安全に河川を利
用しましょう。
◆『愛の資金』にご協力を !
◦チンドン富都路 公演
◆上野遊水地運用開始式典
平成 26 年度の「愛の資金」募金
【と き】 ７月 11 日㈯
昭和 44 年に事業着手した上野遊
額 は、2,379,064 円 で し た。 ご 協
【ところ】 さるびの温泉施設内
水地の運用が６月 15 日から開始さ
力ありがとうございました。平成
【内 容】 歌謡曲、演歌、童謡、ポッ
れました。この運用開始を記念して、
27 年度もご協力をよろしくお願い
プス、ジャズなど
国と伊賀市合同で関係者を招いて式
します。
第１ステージ：午前 11 時～正午
典を開催します。
【問い合わせ】
第２ステージ：午後１時～２時
【と き】
医療福祉政策課
◦竹細工教室
７月 19 日㈰ 午前 10 時～
☎ 26-3940 ＦＡＸ 22-9673
【と き】
【ところ】
７月 20 日 (月・祝)・８月毎週日曜日
午前 10 時～午後 5 時
前田教育会館
お知
らせ 廃棄用雑誌をお譲りします
【ところ】 さるびの温泉敷地内
【問い合わせ】 公共基盤推進課
【内 容】 竹とんぼ作りなどの体験 【と き】
☎ 43-2326 ＦＡＸ 43-2324
７月 12 日㈰～ 26 日㈰
◦ふれあい川遊びまつり
※月曜日を除く。
【と き】
お知
らせ 夏の交通安全県民運動
【ところ】
７月 19 日㈰ 午前 10 時～
【運動期間】
上野図書館
（さるびの温泉駐車場 午前 9 時
７月 11 日㈯～ 20 日 (月・祝)
※なくなり次第終了します。
30 分集合）
※雑誌の予約や誌名の案内はできま 【運動の重点】
【ところ】 子延かえで渓谷 ( さるび
◦子どもと高齢者の交通事故防止
せん。
の温泉上流約２km)
◦全ての座席のシートベルトとチャ
【内 容】 流しそうめん、魚のつか 【問い合わせ】 上野図書館
イルドシートの正しい着用の徹底
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999
みどりなど
◦飲酒運転の根絶
【参加費】
◦自転車の安全利用の推進
500 円／人（未就学児無料）
お知
らせ 介護保険料納入通知書を
６月１日㈪から危険な違反行為を
【定 員】 100 人 ※先着順
送付します した自転車の運転者に対して、講習
◦自治協デー
７月 13 日㈪に、65 歳以上の人
を受けるよう義務付ける「自転車運
【と き】 ７月 26 日㈰
（第１号被保険者）へ平成 27 年度
転者講習制度」が新たに導入されま
午前 11 時～午後 1 時
介護保険料納入通知書を送付します。 した。
【ところ】 さるびの温泉 玄関前
今回お届けする通知書の保険料額 【問い合わせ】 市民生活課
【内 容】 いなほ焼き、いもっち、
は、前年中の所得に基づいた今年度
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
あわてんぼうコラボ商品などの販売
の市民税の課税状況をもとに算定し
◦毎月第４日曜日ワンコインデー
たものです。
【と き】 ７月 26 日㈰
今月の納税
介護保険料額は、本人や同じ世帯
【内 容】
の人に市民税が課税されているか
入浴料 一般・高齢者 500 円
●納期限 ７月 31 日（金）
と、本人の前年の所得額や年金収入
※ 小人 400 円、身体障がい者 400
納期限内に納めましょう
額がいくらかによって算定します。
円、身体障がい児 200 円は通常
国民健康保険税（１期）
年額は 75,040 円を基準として、
料金となります。
固定資産税（２期）
33,768 円から 150,080 円までの
【問い合わせ】
※納税は便利な口座振替で
11 段階に分かれています。
大山田温泉さるびの
【問い合わせ】
【問い合わせ】
☎ 48-0268 ＦＡＸ 48-9811
収税課 ☎ 22-9612
介護高齢福祉課
大山田支所振興課
☎ 26-3939 ＦＡＸ 26-3950
☎ 47-1150 ＦＡＸ 46-1764
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募集
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産後ママ親子ヨーガ

お知らせ
催
し
募 集

インストラクターの指導のもと、
親子でヨーガを体験し、日常の子育
てに生かしませんか。
産後のボディコンディションを整
えることで、育児による腰痛や肩こ
りなどを軽減し、心身ともにリラッ
クスできます。また、親子のスキン
シップにもつながります。
【と き】
８月４日㈫ 午前 11 時～正午
【ところ】
青山保健センター運動施設
【対象者】
産後３カ月～ 1 年までの母と子
【内 容】 親子ヨーガ
【定 員】 15 人 ※先着順
【参加費】 500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。( 当
日可 )
詳しくはお問い合わせください。
【持ち物】
室内用運動靴・運動できる服装・
飲み物
【申込受付開始日】 ７月６日㈪
※電話予約制
【申込先・問い合わせ】
青山保健センター
☎ 52-2280 ＦＡＸ 52-2281

まちかど通信

募集

離乳食教室

コラム
図書・救急など

赤ちゃんが生まれてから、はじめ
てお乳以外のものを口にするのが離
乳食です。今回の実習では栄養士の
話（１～２回食が中心）の後、実際
に離乳食を作ってどのくらいの固さ
のものをあげたらいいのかを知るこ
とができます。
【と き】 ７月 16 日㈭
午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
ハイトピア伊賀 4 階多目的室
【内 容】
講話「離乳食１～２回食を中心
に」
、離乳食の調理と試食、栄養相談
※調理実習の際、先着 15 人まで託
児があります。
（電話予約制）
【定 員】 20 人 ※先着順
【持ち物】 母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手ふきタオル
【申込受付開始日】
７月６日㈪ ※電話予約制
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666
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催し

第31回青山夏まつり

【と き】
７月 19 日㈰ 午後３時～
【ところ】
青山ホール前・青山公民館周辺
【内 容】
こども積み木広場・ソーラン踊り・
ヒップホップダンス・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】
第 31 回青山夏まつり実行委員会
事務局 ☎ 52-2000
青山支所振興課
☎ 52-1112 ＦＡＸ 52-2174

催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

【と き】 7 月 28 日㈫
午後 1 時 30 分～ 4 時
【ところ】
名張市武道交流館いきいき（名張
市蔵持町里 2928 番地）
【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。申し込み不要。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

催し

いがまち人権センター・
解放講座

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 10 日㈮
午後７時 30 分～９時
【ところ】 いがまち人権センター
【演 題】
「部落差別の現状と差別をなくす
社会システム創造の課題～同和対策
審議会答申 50 年をふまえて～」
【講 師】
近畿大学人権問題研究所 教授
北口 末広さん
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130
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催し

農業ふれあいまつり

【と き】 ７月 20 日 (月・祝)
午前９時～午後３時
※少雨決行
【ところ】 農業公園ふれあい広場（予
野 11440-2）
【内 容】
◦地元農産物即売・出店
◦園芸相談など
◦伊賀産菜種油使用のフライの販売
◦バンド演奏・動物ふれあい広場・
マジック・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 ＦＡＸ 43-2313

催し

いがまち人権パネル展

【と き】 ７月７日㈫～ 16 日㈭
午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】 いがまち人権センター
【内 容】
「マンガで考える人権 みんなとも
だち」
いじめ、男女平等、高齢者に対す
る人権侵害、障がいのある人に対す
る問題、インターネットと人権など、
マンガでわかりやすく見ることがで
きます。
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ＦＡＸ 45-9130

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

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】 ７月１日㈬～ 29 日㈬
午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。
【ところ】
寺田教育集会所 第１学習室
【内 容】
「差別のなかで生活を支えた『仕
事と産業』」
差別の中で生活を支え、その時代
を担い、現在にも受け継ぎ守ってき
た仕事や産業を紹介します。
【問い合わせ】 寺田市民館
☎／ＦＡＸ 23-8728

