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成人歯科健康診査

聴覚障がい者の皆さんへ
携帯電話から E メールで
119 番通報ができます

市内に限り、携帯電話の E メー
ルを利用して 119 番通報ができる
ようになりました。
【対象者】
市内在住の聴覚障がい・音声機能、
言語機能の障がいの身体障害者手帳
１級または２級をお持ちで、音声に
よる 119 番通報が困難な人
※利用にあたっては、事前に申請が
必要です。
【申請先・問い合わせ】
障がい福祉課
☎ 22-9656 ℻ 22-9662
消防救急課
☎ 24-9110 ℻ 24-9111
お知
らせ

インターネット公売情報

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
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昨年中の水難事故は県内で 31 件
発生し、21 人が亡くなりました。
水難事故には次のような特徴があ
ります。

衣）を着用してください。
また、子どもを水難事故にあわせ
ないために、次のことを徹底しま
しょう。

釣りなどが、発生事由の５割を
占める。
７月・８月の発生が、発生件数
の５割を占める。
中学生以下の事故が、死亡事故
の２割を占める。

子どもだけで水遊びをさせない。
日頃から危険な場所に近づかな
いように言い聞かせる。
危険な場所で遊んでいる子ども
を見かけたら注意する。

８月１日（月）

22
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たまには︑電車やバスに乗って︑
私たちのまちを︑ゆっくりと眺めてみませんか？
きっと︑楽しいことが見つかるはず⁝

水難事故に注意！

●納期限

〜７月１日から９月 日までは︑伊賀市公共交通機関利用促進期間です〜

市税の滞納者から差し押さえた財
産などを、インターネット上のオー
クション形式で公売します。詳しく
は、市ホームページでご確認ください。
※都合により、予定を変更する場合
があります。
【参加申込期間】
7 月 8 日㈮〜 22 日㈮
【入札開始日】
7 月 29 日㈮
落札代金は市の財源として活用し
ます。積極的にご参加ください。
【問い合わせ】 収税課
☎ 22-9612 ℻ 22-9618

今月の納税

伊賀市公共交通機関利用促進期間に関する情報は︑
エフエム三重︵名張８５．５ＭＨｚ ︶
﹁きらり伊賀︵毎週水曜日午後４時〜４時 分︶﹂で放送中です！
︻問い合わせ︼ 企画課 ☎ ・９６２１

【と き】
７月１日㈮〜 11 月 30 日㈬
※歯科医院の休診日は除く。
【ところ】
市内の三重県歯科医師会所属の歯
科医院
【対象者】
市内に住所のある 20 歳以上の人
（平成４年３月 31 日以前に生まれ
た人）
【料 金】 500 円
各歯科医院窓口でお支払いください。
※ 満 70 歳 以 上 の 人・65 〜 69 歳
で一定の障がいがあり、後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの人・
生活保護世帯の人は無料です。
※健康診査の結果、治療が必要な場
合の自己負担金はお支払いください。
【受診の際の注意点】
受診を希望する人は、事前に直接
歯科医院にご予約ください。
診査票は各歯科医院にあります。
受診の際、健康手帳をお持ちの人
はご持参ください。お持ちでない
人は、健康推進課・各支所住民福
祉課（保健センター）で発行します。
【問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 26-0151
いがまち保健福祉センター
島ヶ原支所住民福祉課
阿山支所住民福祉課
大山田支所住民福祉課
青山保健センター
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水難事故で大切な命を失わないよ
海や河川へレジャーに行く際は、 うに気を付けてください。
飲酒後や体調の悪い時を避け、天候
には十分に注意してください。
【問い合わせ】
マリンスポーツや釣りをする際
伊賀警察署 ☎ 21-0110
は、必ずライフジャケット（救命胴
名張警察署 ☎ 62-0110
市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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夏の交通安全県民運動実施！
●運動期間：７月 11 日〜 20 日
【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
○飲酒運転の根絶

お知
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【問い合わせ】
市民生活課
☎ 22-9638
℻ 22-9641

お知
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人間ドックを受けていますか

一般健診には、会社の事業主が
行う健診や特定健康診査などがあ
ります。いずれもスクリーニングと
いって、よくある病気のおおまかな
チェックが主です。
人間ドックは、胃の検査や眼底写
真など、より多くの臓器を対象に詳
しい検査を行います。一般健診では
異常が見つからなかった場合でも、
人間ドックで見つかる場合がありま
す。
検査機器の進歩は目覚ましく、痛
みが少なく、長い時間をかけなくて
も、高い精度で検査を受けられるよ
うになりました。定期的に人間ドッ
クを受けましょう。
※事前に予約が必要です。
【問い合わせ】 伊賀市健診センター
☎ 24-1186 ℻ 24-1123
岡波総合病院 健康管理センター
☎ 24-2555 ℻ 21-3172
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三重大学発
産学官連携セミナー in 伊賀

【と き】
7 月 22 日㈮ 午後 1 時 30 分〜
【ところ】
ヒルホテル サンピア伊賀
（西明寺 2756 番地の 104）
【内 容】
講演１
演 題：「三重の身近な薬草で健康
を」
講 師：岐阜薬科大学 特命教授
田中 俊弘さん
講演２
演 題：「忍者に学ぶ」
講 師：伊賀流忍者博物館
名誉館長 川上 仁一さん
【問い合わせ】
三重大学伊賀研究拠点
☎ 41-1071 ℻ 41-1062
商工労働観光課
☎ 43-2306 ℻ 43-2311
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いがまち差別をなくす強調週間

差別のない明るく住みよい社会を
めざして、毎月 11 日を「人権を確
かめあう日」、７月８日〜 14 日を
「差別をなくす強調週間」として、
期間中、次の取り組みを展開してい
ます。
■人権パネル展『いがまち人権・同
和問題地区別懇談会のあゆみ』
【と き】 ７月８日㈮〜 14 ㈭
午前９時〜午後５時
【ところ】 いがまち公民館ホール前
■行政無線による啓発放送
（伊賀支所管内のみ）
【とき・内容】
① 7 月 8 日㈮・9 日㈯
男女共同参画と人権
② 7 月 10 日㈰・11 日㈪
同和問題 寝た子を起こすな論
③ 7 月 12 日㈫・13 日㈬
バリアフリーと人権
④ 7 月 14 日㈭・15 日㈮
インターネットによる人権侵害
■啓発看板・ポスター・のぼりの設
置と掲示
【ところ】伊賀支所管内の各公共施設
■啓発キャラバン
【と き】
7 月 8 日㈮・12 日㈫・13 日㈬
※伊賀支所管内で夕方に実施
■店頭啓発
【と き】 7 月 11 日㈪・14 日㈭
※オークワ伊賀新堂店で夕方に実施
【問い合わせ】 伊賀支所住民福祉課
☎ 45-9108 ℻ 45-9120

ラ ム

防災ねっと

― 第 10 回 ―

「東日本大震災への支援状況と教訓」

■被災地支援の状況
東日本大震災の被災地支援活動として、市は、すでに
消防隊員、看護師等病院職員、保健師を派遣したほか、
全国市長会を通じた依頼により、宮城県多賀城市および
石巻市へ 5 月 24 日から 10 月 1 日まで、延べ 52 人の
職員を派遣し、避難所の運営や現地調査、義援金支払事
務などを行っています。
また、
伊賀市災害ボランティア支援センター（事務局：
伊賀市社会福祉協議会内）により、ボランティア活動を
する人や、団体への支援が行われています。

■最初に逃げ出す人になろう
今回の大震災を教訓に、改めて災害時の行動について
考えてみたいと思います。
人は、実際に災害にあった時も「異常事態が自分の身
に起きるはずがない」という心理が働き、なかなか避難
行動を取らない性質があるといわれています。
また、周りの人の様子を見て同じように行動しようと
する性質もあるそうです。しかし、災害時には一人ひと
りが勇気を持って、最初に「逃げよう」と声を出し行動
する人になっていただきたいと思います。

「あんしん・防災ねっと」

▼

下記の URL にアクセスすることで、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を閲覧できるほか、
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を送信します。
URL http://www.anshin-bousai.net/iga/
QR コード
※携帯電話のバーコードリーダ機能で、QR コードを読み込んで登録できます。

【問い合わせ】 総合危機管理室 ☎ 22-9640 ℻ 24-0444

