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いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　９月６日㈫～ 23日㈮
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※ 16日㈮・21日㈬は午後７時 30
　分まで延長して開館します。
【ところ】
　いがまち人権センター
【内　容】
　「しらさぎ識字学級25年のあゆみ」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　９月 29日㈭まで
　午前８時 30分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１会議室
【内　容】
　「『伊賀市における部落差別をはじ
めとするあらゆる差別の撤廃に関す
る条例』・『伊賀市人権尊重都市宣言』」
　2004（平成 16）年 11月、伊賀
市の誕生とともにこの条例を制定
し、その翌年には人権尊重都市「伊
賀市」を宣言しました。
　全ての市民の人権が尊重される明
るく住みよい市を築くため、市がど
のような取り組みを行ったのか、も
う一度振り返ってみましょう。
【問い合わせ】
　寺田市民館
　☎／FAX 23-8728

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７日㈮　午後７時 30 分～
（受付：午後７時～）
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【演　題】
　「子どもたちの社会的自立をどの
ように育むのか～特に、学校と家庭・
地域の連携を意識して～」
【講　師】
　(公社)全国人権教育研究協議会
　代表理事　桒原　成壽さん
【問い合わせ】　阿山公民館
　☎ 43-0154　FAX 43-9019

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　９月 27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）
【参加費】　200円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。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

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 15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。
◆記載内容に誤りがないか確認して
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ご連絡くだ
さい。
◆有効期限を確認してください
　有効期限は原則１年（平成 29年
９月 30日まで）ですが、次の場合
は期限が異なります。
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）
※退職被保険者の被扶養者は、退職
　被保険者本人か、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、保険年
金課または各支所住民福祉課の担当
窓口へ返却するか、破棄してください。
【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～ 29日の間に限る。
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　FAX 26-0151

森林に関係する主な届出制度お知
らせ
お知
らせ

　次のときは、届出が必要です。
◆森林の土地を取得したとき
　売買や相続などにより、森林の土
地を取得したとき
【届出の名称】
　「森林の土地の所有者届出書」
【届出義務者】
　森林の土地を取得した者
◆森林の立木を伐採するとき
　森林整備計画に従った適切な施業
をするため、間伐を含む立木を伐採
するとき
【届出の名称】
　「伐採及び伐採後の造林の届出書」
【届出義務者】
　森林所有者や伐採業者
◆森林の土地を売買するとき
　水源地域内で森林の売買などの契
約をしようとするとき（事前の届出）
【届出の名称】
　「土地の所有権等の移転等の届出書」
【届出義務者】
　水源地域内の土地所有者（売主）
【届出先】
　三重県伊賀農林事務所（四十九町
2802番地）
　☎ 24-8142　FAX 24-8112
　各法令や森林法の保安林制度など
に基づく許認可が必要な場合があり
ますのでご確認ください。
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、市ホームページをご覧ください。　
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2301　FAX 43-2313

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市８月１日号 20ページ
に掲載した「市長の伊賀じまん」の
記事の内容に誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
誤）悲忱　正）棐

ひ

忱
しん

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

　

●９月 15日（木）
　午後１時～４時
　阿山保健福祉センター

献血のご案内



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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介護予防教室「お達者教室」募集

　要介護状態の予防には「からだを
動かすことの継続」と「お口の健康
の維持」が大切です。
　楽しく、無理のない運動を行って
筋力をつけ、お口の健康を保ち、ま
すます元気になりましょう !
【とき・ところ】　①②のいずれかを
選択してください。
①ゆめぽりすセンター
　10 月 17 日㈪・31 日㈪、11 月
８日㈫・21日㈪
②いがまち保健福祉センター
　11月４日㈮・11日㈮・15日㈫・
25日㈮
※いずれも午後２時～３時 30分
※同じ会場で４回連続受講していた
　だきます。
【対象者】　市内在住の 65歳以上の
人（原則、全部の回に参加できる人）
【内　容】　運動指導（実技）、お口
の健康の話・体験、脳のトレーニン
グ・レクリエーションなど
【定　員】　各会場 30人　※先着順
【持ち物】　水分補給できるもの、運
動のできる服装
【申込方法】　電話
【申込期間】　9月12日㈪～23日㈮
【申込先・問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　FAX 24-7511

税理士相談会募集

　税金・会計のことでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
【と　き】　９月 10日㈯
　午後 1時 30分～４時 30分
【ところ】　名張産業振興センターア
スピア　４階
※予約優先（１人 30分程度）
【対象者】　伊賀地域に在住・在勤の人
【申込先・問い合わせ】
　東海税理士会上野支部　
　☎51-0932（午前９時～午後４時）
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　FAX 22-9618

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　自衛官候補生（男子）
【応募資格】
　18歳以上 27歳未満の人
【試験日】　9月 23日㈮・24日㈯・
27日㈫・28日㈬、10月 22日㈯、
11月 20日㈰、12月 18日㈰
※いずれか 1日を選択
【試験場】　久居駐屯地（津市久居新
町 975番地）　
【試験種目】
　筆記試験（国語・数学・社会・作文）・
口述試験・適性検査・身体検査
※合格発表の日程は試験日にお知らせ
　します。
※自衛官候補生の募集は、年間を通
　じて行っています。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、インターネットで自衛隊三重を
検索してください。
【応募先・問い合わせ】　自衛隊伊賀
地域事務所　☎ 21-6720（平日の
午前９時～午後６時）

模擬裁判員裁判の見学募集

　10月１日から７日までは「法の
日」週間です。
　津地方裁判所・津地方検察庁・三
重弁護士会では、裁判員制度につい
て理解を深めていただくための催し
を行います。
【と　き】　10月６日㈭
　午後１時５分～（午後１時までに
集合）
【ところ】
　津地方裁判所（津市中央 3-1）
【内　容】
　大学生が裁判員役を務める模擬裁
判員裁判の見学・模擬裁判終了後に
法廷などの設備や裁判員裁判の進め
方の説明
【定　員】　15人　※先着順
【申込期間】
　９月 20日㈫～ 28日㈬　
※土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　津地方裁判所事務局総務課
　☎ 059-226-4172
　（平日の午前９時～午後５時）

危険物取扱者試験・
予備講習会

募集

◆危険物取扱者試験予備講習会
【と　き】
　10月７日㈮
　午前９時～午後５時
【ところ】
　中消防署西分署　２階会議室
【定　員】　80人
【申込受付期間】
　９月 13日㈫～ 30日㈮
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　FAX 24-9111
◆危険物取扱者試験（後期）
【と　き】
　11月３日（木・祝）
○乙種４類
　午前 10 時～正午・午後１時 30
分～３時 30分
○丙種
　午前 10時～ 11時 15分
【ところ】
　伊賀市勤労者福祉会館（上野丸之
内 182番地の３）
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
　る願書に必要事項を記入の上、郵
　送してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②電子申請
※（一財）消防試験研究センターのホー
　ムページからお申し込みください。
【申込期限】　　
①郵送：９月 12日㈪　※消印有効
②電子申請：９月９日㈮
【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター三重県
支部　☎ 059-226-8930

点訳ボランティア養成講習会募集

　上野点字図書館では、点字図書の
製作に携わっていただける点訳ボラ
ンティアの養成講習会を開催します。
【と　き】
　10 月 7 日～平成 29 年 3 月 10
日までの毎週金曜日
　午前 9時 30分～ 11時 30分
※ 12月 23日・30日、平成 29年
　1月 6日を除く。（全 20回）
【ところ】
　上野点字図書館（上野寺町 1184
番地の 2）
【内　容】　点字の読み方から点訳の
基礎知識の習得
【対象者】　
○初めて点訳を学ぶ人
○ 15回以上出席できる人
○パソコンを使える環境にある人
○講習会終了後も継続して活動に協
　力していただける人
【定　員】　15人程度
【申込期限】　9月 23日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野点字図書館　☎ 23-1141
※日曜日・祝日を除く午前9時～午
　後 5時まで
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　FAX 22-9662


