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消防団夏期訓練お知
らせ
お知
らせ

　消防団員の士気高揚と団結を図る
目的で、伊賀市消防団夏期訓練を実
施します。
　市民用観覧席を準備しますので、
どうぞご見学ください。

【と　き】　７月 29 日㈰　午前９時～
【ところ】
○メイン会場（３方面隊合同）
　伊賀方面隊
　阿山方面隊
　大山田方面隊
　⇒大山田せせらぎ運動公園
※雨天時は大山田中学校体育館
○サブ会場　
○上野方面隊
　⇒西小学校グラウンド
※少雨決行
○島ヶ原方面隊
　⇒島ヶ原中学校グラウンド
※雨天時は体育館
○青山方面隊
　⇒青山北部公園グラウンド
※雨天時は体育館

【訓練内容】
　通常点検・消防操法・火災想定訓
練など
※雨天時は、訓練内容などに変更が
　あります。

【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　ＦＡＸ 24-9111

いがまち人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】　８月６日㈪～ 30 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
【展示内容】　峠　三吉のうた
　峠三吉さんは、1917 年に大阪府
で生まれ、28 歳のときに広島で被
爆しました。原爆症に苦しみながら
も原爆の犠牲者の痛み、苦しみ、叫
びを詩にのせ、やがて広島の文化活
動のリーダーとなりました。峠三吉
さんの詩集『原爆詩集』は、世界的
に反響を呼び、現在も、市民団体の
結成、活動などに多大な影響を与え
続けています。
　パネルには、峠三吉さんの詩集（一
部抜粋）が作画とともに載せられて
います。戦争とはなにか、『戦争の姿』
を感じとっていただけるのではない
でしょうか。

【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

古くなった図書を譲りますお知
らせ
お知
らせ

　廃棄用の図書・雑誌を有効利用す
るため、希望する人にお譲りします。

【と　き】　７月 26 日㈭～
※なくなり次第終了
※公民館ロビー開館時間内
※８月 12 日㈰は休館

【ところ】　青山公民館ロビー
※予約や図書名案内などはしません。

【問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211

中学校卒業程度認定試験お知
らせ
お知
らせ

　中学校卒業程度の学力があるかど
うかを認定するために、国が行う試
験です。合格すると、高等学校の入
学資格が得られます。

【受験資格】
①病気などやむを得ない事由により、
　保護者が義務教育諸学校に就学さ
　せる義務を猶予または免除された
　人で、今年度末（平成 25 年３月
　31 日）までに満 15 歳以上にな
　る人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
　たは免除を受けず、かつ、今年度
　末までに満 15 歳に達する人で、
　中学校を卒業できないと見込まれ
　ることについてやむを得ない事由
　があると文部科学大臣が認めた人
③今年度末までに満 16 歳以上にな
　る人
④日本国籍がない人で、今年度末ま
　でに満 15 歳以上になる人

【試験日時】
　11 月１日㈭
　午前 10 時～午後３時 40 分

【試験会場】　三重県庁講堂棟３階
第 131・132 会議室

【試験科目】　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）

【願書受付期間】
　８月 17 日㈮～９月４日㈫
※当日消印有効

【問い合わせ】
　三重県教育委員会事務局　高校教
育課　キャリア教育グループ
　☎ 059-224-2913

～広報いが市～
　８月１日号では「市職員を募集
します」「福祉医療費助成制度につ
いて」などを紹介します。

恒久平和を願い
黙とうをお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　今から 67 年前の８月６日に広島
市へ、同月９日に長崎市へ、原子爆
弾が投下されました。
　この日は人類にとって決して忘れ
ることのできない日であり、毎年、
両市で原爆死没者の慰霊と恒久平和
を願う式典が行われます。
　また、８月 15 日は、「戦没者を
追悼し、平和を祈念する日」であり、
政府主催の「全国戦没者追悼式」が
行われます。
　市においても恒久平和を願い、そ
れぞれの原爆投下時刻と追悼式の日
の正午にサイレンを鳴らします。
　このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた方の冥福をお祈
りし、永久に平和が確立されること
を願い、１分間の黙とうを捧げたい
と思います。市民の皆さんのご賛同
をお願いします。

【サイレンの吹鳴時刻】
　８月６日㈪　午前８時 15 分
　８月９日㈭　午前 11 時２分
　８月 15 日㈬　正午

【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　厚生保護課
　☎ 22-9650 　ＦＡＸ 22-9661

東日本大震災 被災地への
義援金 受け入れ状況

お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　62,086,632 円 
（平成 23 年３月 14 日～平成 24 年
６月 26 日）⇒日本赤十字社へ送金
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方々
　にお届けします。今後ともご協力
　をよろしくお願いします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁南庁舎玄関ロビー
　厚生保護課・各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

ご意見をお聞かせください
　広報いが市・行政情報番組

（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617



　うえのまちまちづくり協議会では、あなたが残し
たい“うえのまち”の写真を募集しています。
　古きよき「まちなみ」、ふと気付いた新たなまちな
かの魅力、うえのまちの歴史、まちの息づかい、季
節を感じられる写真などたくさんのご応募をお待ち
しています。
【応募方法】
　写真に応募票を添付して郵送または持参してくだ
さい。詳しくは中心市街地推進課・各公民館（上野・
いがまち・島ヶ原・阿山・大山田・青山）・各市民セ
ンターなどにある募集パンフレットをご覧ください。
市ホームページからもダウンロードできます。
【応募期限】　12月 28日㈮

【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976番地の１ふれあいプラザ２階
　伊賀市建設部中心市街地推進課内
　うえのまちまちづくり協議会事務局　
　☎ 22-9825　ＦＡＸ   22-9628
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河川環境フェスティバルイベ
ント

　木津川の河川環境保全啓発事業と
して河川環境フェスティバルを開催
します。
◆魚つかみなど

【と　き】
　８月４日㈯　午前９時～ 11 時
※受付は午前 10 時 45 分まで。魚
　がなくなりしだい、受付を終了し
　ます。
※荒天中止

【ところ】
　青山支所北側木津川河川敷

【参加費】　200 円
◆環境パネル展示

【と　き】
　８月１日㈬～７日㈫

【ところ】　青山公民館　ロビー
【問い合わせ】
　青山支所住民福祉課
　☎ 52-3227　ＦＡＸ   52-2174

自動交付機と市ホームページを
一時停止します

お知
らせ
お知
らせ

　本庁舎電気工事に伴い、住民票・
印鑑登録証明書の自動交付機と市
ホームページを一時停止します。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。

【停止日】
　７月 28 日㈯・29 日㈰の終日
※雨天などにより工事が実施できな
　かった場合は８月４日㈯・５日㈰
　の終日に順延します。

【問い合わせ】
　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ   24-2440

銀座七夕笹飾り「銀座川」お知
らせ
お知
らせ

　以前は、役目を終えた七夕の笹飾
りを河川に流す習慣がありました
が、現在では、自然環境を悪くする
要因となっています。そこで、銀座
商店街七夕笹飾りコンクールの際
に、川に見立てた「銀座川」で笹流
しを行います。ご家庭の笹飾りも、
河川美化運動の一環としてこの機会
に銀座川へ流しに来てください。

【と　き】
　８月６日㈪　午後２時～５時

【問い合わせ】
　伊賀上野銀座商店街振興組合　
　☎ 24-2044　ＦＡＸ   24-2065
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ   43-2311

植木神社祇園祭
活性化イベント

イベ
ント

　植木神社祇園祭は、県の無形民俗
文化財に指定されています。かつて、
平田のギョンサンと呼ばれて親しま
れたころの賑わいを取り戻すため、
さまざまなイベントを行います。

【と　き】　宵宮：７月 28 日㈯
　本祭：７月 29 日㈰

【ところ】
　植木神社（平田の旧伊賀街道沿い）

【内　容】
①「お宝をご覧ください」：楼車や
　祇園花など祭に関係した品のほか、
　昔懐かしいものなどを展示します。
②「偲

しの

ぶ板」：平田宿の名残を偲び
　ながら代々受け継がれてきた屋号
　の表札を門口に掲げます。
③「ダンジリフォトコンテスト」
※どなたでも参加できます。

【問い合わせ】
　植木神社祇園まつり実行委員会
　☎／ＦＡＸ  47-0848（渡邉）
　文化財室
　☎ 47-1285　ＦＡＸ  47-1290

2012しまがはら
人権フェスティバル

イベ
ント

【と　き】
　８月５日㈰　午後１時 30 分～

【ところ】島ヶ原会館ふれあいホール
【演　題】
　人口減少と多文化共生

【講　師】　NPO 法人愛伝舎
　理事長　坂本　久海子さん

【問い合わせ】　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2109 　ＦＡＸ   59-3196

高齢受給者証が新しくなりますお知
らせ
お知
らせ

　70 歳以上の人に発行している高
齢受給者証は、医療機関などで受診
する場合に自己負担額を証明するも
のです。現在お使いの高齢受給者証
の有効期限は、７月 31 日です。
　国民健康保険の加入者で 70 歳か
ら 74 歳までの人には、８月１日か
らご使用いただく高齢受給者証を７
月下旬に郵送します。
　受診する際は、国民健康保険被保
険者証と新しい高齢受給者証を窓口
に提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生
　月の月末（１日生まれの人は誕生
　月前月の月末）に郵送します。

【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151

“うえのまちのええとこ”フォトコンテスト
開

中
催


