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第９回伊賀市教育研究集会
全体会・記念講演会

【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】
LD の挑戦！
算数０点から新聞記者に
〜苦手は得意でカバー
個性を伸ばして生きる〜
【講 師】
フリーライター 大橋 広宣 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
☎ / ℻ 21-8839

（正）服部歯科医院

☎ 23-3130

桃青の丘幼稚園では、平成 26 年
度の教育実習生の受け入れを行いま
す。幼稚園教員免許状取得のため、
平成 26 年度中に教育実習を希望す
る人は、８月 19 日㈪までにお申し
込みください。
定員を超えた場合は、８月 22 日
㈭に本人または代理人の立ち会いで
抽選を行い、実習生を決定します。
【申込先・問い合わせ】 学校教育課
☎ 47-1283 ℻ 47-1290

地域安全コーナー

自転車やオートバイの
盗難被害防止
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【問い合わせ】
伊賀警察署
☎ 21-0110
名張警察署
☎ 62-0110
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錠以外にもワイヤー錠などを併用す
る ｢ツーロック｣ を心がけましょう。
また、自転車店などで防犯登録を
することで、盗難にあったときに、
自転車などが見つかりやすくなり
ます。
オートバイについては、ハンドル
ロックを徹底し、Ｕ字ロックなどを
活用してください。また、万が一に
備えて、グッドライダー・防犯登録
を受けるようにしましょう。

８月２日（月）
９月２日

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

☎

駐輪中の自転車やオートバイを盗
まれる事件が多発しています。
今年５月末現在で、犯罪の件数は、
昨年の同じ時期と比べて減少してい
ます。しかし、例年夏が近づくにつ
れて、自転車とオートバイの盗難は
増加します。
また、その半数以上が、鍵をかけ
ていない状態で盗まれています。
自転車を盗む人は罪の意識が低
く、
「歩くのが面倒だ」などと軽い
気持ちで犯行に及ぶケースが多く見
られます。自転車を盗む行為も窃盗
罪というれっきとした犯罪です。
自転車の盗難被害にあわないため
には、まず確実に施錠することを徹
底しましょう。できれば、自転車の

桃青の丘幼稚園
教育実習生受け入れ

●納期限

︻問い合わせ︼ 企画課

お詫びして訂正します。
【問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666
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今月の納税

環境や人にやさしいまちには
電車やバスが欠かせません
未来の私たちのために
大切な公共交通を守りましょう

広報いが市７月 1 日号でお知らせ
した「歯科検診のお知らせ」の記事
で、 服部歯科医院の電話番号が間
違っていました。

粗大ごみとして受け入れた木製家
具などを修繕し、再生品として入札
方法で展示販売をします。
【展示入札期間】
8 月 5 日㈪〜 25 日㈰
平日 : 午前 9 時〜午後 5 時
日曜日 : 午後 1 時〜 5 時
※土曜日を除く。
【開札日】 8 月 26 日㈪
【ところ】
伊賀南部ストックヤード
多目的スペース （名張市青蓮寺
2723 旧清掃工場跡地）
【問い合わせ】
伊賀南部環境衛生組合
☎ 53-1120 ℻ 53-1125
青山支所住民福祉課
☎ 52-3232 ℻ 52-2174

公共交通機関 利用促進運動実施中！
〜 ・ ・

お詫びと訂正

再生品展示販売

乗って守ろう 伊賀市の未来
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市内の事業者を探すなら！
インターネット検索サイトで

検索

⬇

いがパートナーねっと

〜求人・雇用情報も掲載中〜
■問い合わせ

お知
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商工労働課
☎ 43-2306

全国瞬時警報システム
全国一斉訓練の実施

地震などの災害や外国などからの
武力攻撃があったときに、全国瞬時
警報システム（Ｊ - ＡＬＥＲＴ）か
ら送られてくる国からの緊急情報を
さまざまな情報伝達手段を用いて確
実に皆さんにお伝えするために、全
国一斉の訓練が行われます。
訓練放送は市内各所に設置の屋外
拡声子局（防災用スピーカー）やご
家庭の戸別受信機で流れます。
【と き】 ９月 11 日㈬
１回目：午前 11 時ごろ
２回目：午前 11 時 30 分ごろ
※訓練放送は２回行われます。
【放送内容】
「これは試験放送です。」×３回
「こちらは広報伊賀です。」
下りチャイム音
ご迷惑をおかけしますが、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】
総合危機管理室
☎ 22-9640 ℻ 24-0444
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いがまち人権パネル展

お知
らせ

インターネット公売

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。みんなで一緒に平和
と人権について考えてみませんか。
【と き】
８月６日㈫〜 29 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】
テーマ：「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。
【問い合わせ】
いがまち人権センター
☎ 45-4482 ℻ 45-9130

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。落
札代金は市の財源として活用します
ので、積極的にご参加ください。
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 13 日㈫ 午後１時
【参加申込期限】
せり売り形式
８月 27 日㈫ 午後 11 時
入札形式
９月２日㈪ 午後５時
【入札開始日時】
せり売り形式
９月３日㈫ 午後１時
入札形式
９月 13 日㈮ 午後１時
【動産下見会】
８月 20 日㈫・21 日㈬
午後１時 30 分〜４時 30 分
お知
らせ 新任の人権擁護委員さん
※下見会について、詳しくはお問い
人権相談を受けたり、人権侵害を未
合わせください。
然に防止するための見守りなどの活動
※都合により予定を変更する場合が
をしていただきます。
あります。
◆野田 眞治さん（愛田１１２８番地）
【問い合わせ】 収税課
◆森岡 美恵子さん（下阿波３２１番地）
☎ 22-9612 ℻ 22-9618
【問い合わせ】
〜ウィークリー伊賀市〜
人権政策・男女共同参画課
☎４７−１２８６ ℻ 47-1288
今月は「夏バテ防止・熱中症予
津地方法務局伊賀支局
防について」などをお送りします。
☎２１−０８０４ ℻ 21-1891

ラ ム

防災ねっと
「８月末ごろから『特別警報』の発表を開始します」
◆大きな災害が予想されるときは
新たな警報「特別警戒」が出されます
気象庁はこれまで、大雨などにより重大な災害が起こ
るおそれがあるときに、警報を発表して警戒を呼びかけ
ていました。
しかし、昨今の大災害を教訓として、はなはだしい大
雨などが予想され、重大な災害による危険性が高まって
いることをお知らせし、特別な警戒を呼び掛けるために、
新たに「特別警報」を発表します。特別警報の対象とす
る現象は「東日本大震災」、紀伊半島に甚大な被害をも
たらした
「平成 23 年台風第 12 号」の豪雨、
「伊勢湾台風」
などが該当します。

いような非常に危険な状況になることが想定されます。
屋外の状況や、避難指示、勧告などに注意し、ただちに
命を守るための行動をとってください。
◆命を守るため、気象情報に注意してください
大雨などの被害を防ぐためには、時間を追って発表さ
れる注意報、警報やその他の気象情報を活用して早めの
行動をとることがあなたや家族の命を守ります。

【問い合わせ】
気象庁津地方気象台防災業務課
☎ 059-228-6818
URL http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/
tokubetsu-keiho/index.html
◆「特別警報」が出たら、すみやかな対応が必要です
総合危機管理室 ☎ 22-9640 ℻ 24-0444
特別警報が出た場合、対象地域は数十年に一度しかな

