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今月の納税

納期内に納めましょう
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

●納期限　9 月 1 日 （月）●納期限　9 月 1 日 （月）

毎週木曜日は
証明窓口を延長しています

お知
らせ
お知
らせ

【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（本庁）
※各支所の窓口は延長していません。
【取扱業務】
○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。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

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場合に
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

島ヶ原支所
集団乳がん・大腸がん検診

お知
らせ
お知
らせ

　前期集団がん検診について広報い
が市６月１日号で案内しましたが、
次のとおり追加します。
【と　き】　９月 13 日㈯
　受付：午後１時 30 分～３時
【ところ】　島ヶ原支所
【内　容】　乳がん・大腸がん
※詳しくは広報いが市６月１日号を
　ご覧ください。
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196

お盆の歯科診療お知
らせ
お知
らせ

　休日の急な歯の痛みや腫れなど、
どうしても我慢できないときに次の
歯科医院で午前９時から午後５時ま
で診療を受けることができますの
で、ご利用ください。
　なお、受診する前には電話で確認
してから、健康保険証などを忘れず
に持って行きましょう。
◆８月 13日㈬	
　和久田歯科医院（平野城北町 113）
　☎ 21-8241
◆８月 14日㈭
　岩名歯科医院（阿保 621）
　☎ 52-0011
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9673

インターネット公売お知
らせ
お知
らせ

　市税の滞納処分として差し押さえ
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。
※諸事情により中止になる場合があ
　ります。詳しくは、市ホームペー
　ジでご確認ください。
【市ホームページ掲載開始日時】
　８月 15 日㈮　午後１時
【参加申込期限】
　８月 29 日㈮　午後 11 時
【入札開始日時】
　９月５日㈮　午後１時
【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ 22-9618

「デジアナ変換サービス」は
平成27年３月に終了します

お知
らせ
お知
らせ

　アナログ波停止後もアナログテレ
ビを利用できるよう、ケーブルテレ
ビ事業者がデジタル放送をアナログ
放送に変換して番組を提供してい
る「デジアナ変換サービス」は平成
27 年３月に終了する予定です。
　デジアナ変換でテレビを見ている
場合は、サービスが終了するまでに
アナログテレビをデジタル対応しな
いとテレビが見られなくなります。
　引き続きデジタル放送を見るには、
次の３つの受信方法があります。

　詳しくは、総務省のホームペー
ジをご覧いただくか、総務省地デ
ジコールセンター（☎ 0570-07-
0101）へお問い合わせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

屋外の催しでの
露店などの開設届出

お知
らせ
お知
らせ

　各地域で開催される、祭礼、縁日、
花火大会、展示会などの多数の人が
集まる催しで、液体燃料（ガソリン・
灯油など）、固体燃料（炭など）、気
体燃料（プロパンガスなど）を使用
するコンロ・グリル・ストーブ・発
電機などを使用する場合は、消火器
を準備し、主催する関係者などが火
災予防条例に基づく「露店等の開設
届出書」を所轄消防署長へ提出する
ことが必要になりました。
※詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】　中消防署
　☎ 24-9118　ＦＡＸ 24-3544
　東消防署
　☎ 45-3164　ＦＡＸ 45-4468
　南消防署
　☎ 52-0064　ＦＡＸ 52-0602

○ケーブルテレビと契約し、デジ
　タル STB（セットトップボック
　ス）を設置する。
○デジタルテレビに買い替える。
○地デジチューナーを購入し、ア
　ナログテレビに接続する。
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

三重もやの会 講演・研修会催し

　「もやもや病」の最新の診断と治
療についての講演 ･ 研修会です。
【と　き】　８月 24 日㈰
　午後１時 30 分～３時
　（受付：午後１時～）
【ところ】　三重県総合文化センター
　生涯学習棟　視聴覚室（津市一身
田上津部田 1234）
【テーマ】
　「もやもや病　最新の診断と治療」
【講　師】
　国立循環器病研究センター

中川原　謙二さん
【問い合わせ】
　三重もやの会　☎ 66-0279
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

第２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。今回は「同
和問題」について講演いただきます。
【と　き】
　８月 29 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】　「県民意識から考える」
【講　師】
　(公財) 反差別・人権研究所みえ
　中西　良文さん
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　ＦＡＸ 43-9019

第10回伊賀市教育研究集会
全体会・記念講演会

催し

【と　き】　８月 19 日㈫
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】
○全体会：午後２時 30 分～
※教育研究会会員対象
○記念講演会：午後３時～
※どなたでも参加できます。
【演　題】　「先生も子どもも元気に
すごすために～教育の原点～」
【講　師】　心理カウンセラー
　新田　義治 さん
【問い合わせ】　教育研究会
　（伊賀市教育研究センター内）
　記念講演会担当
　☎／ＦＡＸ 21-8839

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

催し

　英語に触れて、夏の楽しいひとと
きを過ごしませんか。
【と　き】　８月 26 日㈫
　　　　　午前 10 時～ 11 時
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】　巨大貼り絵・アロマオイ
ルなどを使ったリラクゼーション
【対象者】　英語に興味のある親子
※親子対象ですが、英語教育に関心
　のある人も参加できます。
【参加費】　子ども１人につき 500 円
※申し込み不要
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
事務局　☎ 22-9629 
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

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】　８月５日㈫～ 28 日㈭　
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日は除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【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
ことを後世に生きる多くの人々に伝
えます。
【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／ＦＡＸ 23-8728

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 26 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
【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

上野同和教育研究協議会
第 29 回研究大会

催し

　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、第 29 回研究大会を開催します。
◎全体会・講演会
【と		き】　９月６日㈯
○受付：午前９時 20 分～ 45 分
○全体会：午前９時 45 分

～ 10 時 30 分
○講演会：午前 10 時 30 分

～午後０時 10 分
【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール
【演　題】
　身元調査事件と教育・啓発の課題
【講　師】　
　部落解放同盟埼玉県連合会
　執行委員長　片岡　明幸さん
◎分科会
【と　き】　９月６日㈯
　午後１時 50 分～４時 10 分
　（受付：午後１時 40 分～）
【ところ】
分科会１：崇広中学校　崇広ホール
分科会２：ハイトピア伊賀
　　　　　5 階多目的大研修室
分科会３：ゆめぽりすセンター
　　　　　2 階大会議室
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692
　上野同和教育研究協議会事務局
　☎／ＦＡＸ 26-7677

いがまち人権パネル展催し

　いがまち人権センターでは毎月、
人権・平和・環境に関わる情報を発
信しています。
【と　き】　８月５日㈫～ 28 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】　「峠三吉のうた」
　峠三吉さんは 28 歳のときに、広
島で被爆しました。原爆被害者の悲
しみや苦しみを詩集にして残されて
います。今回のパネル展ではその詩
集を一部パネル化し展示します。平
和と人権について考えてみませんか。
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130


