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今月の納税

納期内に納めましょう
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

●納期限　9月 30日 （火）●納期限　9月 30日 （火）

住民票・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

お知
らせ
お知
らせ

　市役所庁内機器更新作業のため、
本庁舎玄関と近鉄名張駅東口に設置
の証明書の自動交付機を停止します。
【停止日】
　９月 13 日㈯～ 15 日（月・祝）終日
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ   22-9643

国民健康保険被保険者証を
お送りします

お知
らせ
お知
らせ

　現在お持ちの被保険者証の有効期
限は、９月 30 日です。10 月１日
から使える被保険者証は９月 14 日
以降に順次、簡易書留郵便でお届け
します。
　10 月からは新しい被保険者証で
診療を受けてください。
◆記載内容の確認をしてください
　被保険者証が届いたら、住所・氏
名などに誤りがないかをご確認くだ
さい。記載内容に誤りがある場合や
被保険者証が届かない場合は、保険
年金課または各支所住民福祉課へご
連絡ください。
◆有効期限の確認をしてください
　有効期限は原則１年（平成 27 年９
月 30 日まで）ですが、次の場合は期
限が異なりますのでご注意ください。
① 75 歳になる人は、75 歳になる誕
　生日の前日まで
②退職者医療被保険者の人は、65 歳
　になる月の月末まで（１日生まれ
　の人は前月末まで）
※退職者医療被保険者の被扶養者は、
　退職者医療被保険者の本人か、被
　扶養者自身が 65 歳になる月のい
　ずれか早いほうの月末まで（１日
　生まれの人は前月末まで）
◆期限切れの被保険者証について
　期限切れの被保険者証は、お手数
ですが保険年金課または各支所住民
福祉課の担当窓口へ返却いただく
か、破棄してください。
◆臓器提供意思表示について
　被保険者証の裏面には臓器提供意
思表示欄があり、移植のための臓器
提供意思を記入することができます。
【配達に関する問い合わせ】
　日本郵便㈱上野郵便局
　☎ 21-3232
※９月 14 日～ 30 日の間に限る。
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151

9 月 20日～ 26日は
動物愛護週間です

お知
らせ
お知
らせ

～飼い始めたその日から
いつもいっしょだよ～

　動物愛護週間は、
動物を愛する気持ち
と動物の正しい飼い
方について、皆さん
に関心を持ってもら
うための週間です。
最後まで責任を持っ
て飼うことは飼い主の義務です。病
気になっても、年をとっても家族の
一員として最後まで愛情と責任を
持って飼いましょう。
　また、あなたのペットが周りの人
に迷惑を掛けていないか気を配り、
飼い主としてのマナーを守りましょう。
　不幸な犬猫を増やさないために、
飼う前に命を預かる責任について考
えましょう。
◆動物の習性を理解し、最後まで責
任を持って飼いましょう
　犬や猫は 10 年以上生きる動物で
す。最後まで責任を持って飼えるか、
飼う前に家族みんなで考えましょう。
◆近隣に迷惑をかけないようにしま
しょう
　『三重県動物の愛護及び管理に関
する条例』で、犬の放し飼いは禁止
されています。また、鳴き声やふん
尿などで近隣に迷惑をかけないよう
にしましょう。
◆むやみに繁殖させないようにしま
しょう
　捨て犬・捨て猫を増やすことのな
いように、繁殖を希望しない場合は、
不妊・去勢手術を受けさせましょう。
◆飼い主を明らかにしましょう
　迷子や盗難を防ぐため、鑑札・マ
イクロチップなどの標識をつけま
しょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ   22-9641

要約筆記奉仕員の派遣お知
らせ
お知
らせ

　要約筆記奉仕員は、社会生活など
におけるコミュニケーションを文字
にして伝えます。
※手話通訳者の派遣事業も行ってい
　ます。
【派遣対象】
　聴覚障がい、音声・言語機能障が
いの手帳をお持ちで、社会生活をす
る上で必要なことがらについて、意
思を伝えるための仲介をする人がい
ない場合
※平成 25 年４月からの制度変更に
　伴い、難病患者で同等の障がいが
　認められれば派遣対象となること
　があります。詳しくはお問い合わ
　せください。
【派遣地域】
　市内（原則）
【利用料】
　無料
※病院やそのほかの施設で駐車料金
　などが必要な場合は、依頼者負担
　となります。
【問い合わせ】
　障がい福祉課　
　☎ 22-9656　ＦＡＸ   22-9662

老人週間の記念事業を
見直します

お知
らせ
お知
らせ

　９月 15 日から 21 日までは「老
人週間」です。
　市では、毎年敬老の日に自治協議
会や自治会など多くの人に協力をい
ただきながら、先達の皆さんに感謝
を申し上げる意味を込めて、長寿を
お祝いする記念品を贈呈してきました。
　しかし、長寿社会を迎え該当され
る人が約 900 人、市の人口の約 1％
に至ったことや、各自治会で独自の
お祝い事業が行われている中で、市
として祝い品の贈呈のみが祝意の表
し方ではなくなってきたと考え、事
業を見直すこととしました。
　今年度からは記念品贈呈の対象者
を最高齢者（男女）のみとします。
米寿・白寿・百歳以上の一人ひとり
に記念品はお贈りしませんが、永年
にわたり社会に貢献してこられた皆
さんの長寿を心からお祝い申し上げ
ます。
【問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　ＦＡＸ   26-3950
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

見徳寺秘仏公開催し

　見徳寺に、もと
も と 客 仏 と し て
安置されていた秘
仏・木造薬師如来
坐像（県文化財）
は、飛鳥・白鳳時
代に造られた三重
県内最古の仏像で
す。通常は奈良国

立博物館に保管されていますが、毎
年、秋の彼岸の法要のために里帰り
します。
　例年は一般公開されないこの秘仏
が、今年は特別に公開されます。
【と　き】
　９月 23 日（火・祝）　午後３時～５時
　　　 24 日㈬　午前10時～午後５時
　　　 25 日㈭　午前 10 時～正午
【ところ】　見徳寺（中友生 1007-2）　
【拝観料】　500 円
【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695

第３回あやま人権・同和問題
学習講座

催し

　一人ひとりが尊重され、誰もが参
画できる人権社会をめざして、講座
を年４回開催しています。
【と　き】
　10 月３日㈮　午後７時 30 分～
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【演　題】
　「男女共同参画社会はなぜ必要か」
【講　師】　(公財) 反差別・人権研究
所みえ　三輪　真裕美さん
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019

第９回子育て応援！
わくわくフェスタ

催し

伊賀で人
ニン

　人
ニン

　支えあおう
　子どもの未来　

　みえ次世代育成応援ネットワーク
に参加する企業や団体などが「子ど
もや子育て家庭を応援する」という
メッセージを込めて開催します。
　子どもだけでなく大人も楽しめる
魅力的な企画をご用意しています。
ご家族お誘い合わせの上、ご来場く
ださい。
【と　き】　10 月４日㈯・５日㈰
　午前 10 時～午後４時
【ところ】　ゆめドームうえの
【問い合わせ】
　三重県健康福祉部子ども・家庭局
少子化対策課
　☎ 059-224-2269
　ＦＡＸ 059-224-2270
　こども家庭課
　☎ 22-9658　ＦＡＸ 22-9646
　わくわくフェスタホームページ
　http://www.jisedai.pref.mie.
lg.jp/wakuwakufestop.htm

秋の全国交通安全運動実施お知
らせ
お知
らせ

【運動期間】　９月 21 日㈰～ 30 日㈫
【運動の基本】
○子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
　乗用中の交通事故防止
○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
◆交通事故死ゼロを目指す日
　９月 30 日は交通事故死ゼロをめ
ざす日です。記録の残る昭和 43 年
以降、毎日、全国のどこかで交通死
亡事故が発生しています。
　一人ひとりが交通ルールを守りま
しょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

「臨時福祉給付金」・
「子育て世帯臨時特例給付金」

の申請はお済みですか

お知
らせ
お知
らせ

　申請期限は９月 30 日㈫までです
ので、該当する人は早めに申請書を
提出してください。対象者や申請方
法については広報いが市５月 15 日
号または市ホームページをご覧くだ
さい。
【提出先】　
○〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市役所健康福祉部厚生保護課
○各支所住民福祉課
【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9664　ＦＡＸ 22-9661

【と　き】　9 月 30 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
【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（中部にんにんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　部落差別をはじめとするあらゆる
差別事件の解決をめざして、毎月「じ
んけん」パネル展を開催しています。
【と　き】
　９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】
　「ありのまま、ここで生きる～障
がいのある人の視点から社会を見つ
め直す～」
　「人が人として幸せに生きていく
ための権利」を持つ条件。それはた
だひとつ「人間であること」。障が
いのある人をめぐる国内外の取り組
み、自立と社会参加に向けた現状と
課題など、障がいのある人の視点か
ら社会のありかたを見つめ直します。
【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728

【とき・ところ】
①９月 13 日㈯
　午後 1 時 30 分～４時 30 分
　名張産業振興センターアスピア ３階
② 10 月 11 日㈯
　午後 1 時 30 分～４時 30 分
　ハイトピア伊賀　３階
※予約優先。１人 30 分程度
【対象者】　市内在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】　東海税理士
会上野支部　☎ 51-0932
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

税理士相談会催し

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「芭蕉翁生誕370年記
念事業」などをお送りします。


