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はかりの検査を受けましょうお知
らせ
お知
らせ

　三重県計量検定所では次のとおり
定期検査を実施します。

【検査対象の計量器】
○商店・スーパーなどで肉や魚など
　の商品の重さを計量するはかり
○医療機関・薬局などで薬の調剤に
　使用するはかり
○医療機関・学校・福祉施設などで
　健康診断に利用するはかり
○庭先販売・行商に使用するはかり
○宅配便の荷物の料金算出用のはか
　り（取り次ぎも含む。）

【手数料】
　計量器の能力・種類・形式によっ
て異なります。

【検査日時・検査場所】
① 10 月５日㈬
　午前 10 時 30 分～午後 3 時
　青山公民館
② 10 月６日㈭
　午前 10 時 30 分～午後２時
　大山田農村環境改善センター
③ 10 月７日㈮
　午前 10 時 30 分～午後３時
　西柘植地区市民センター
④ 10 月 11 日㈫
　午前 10 時 30 分～午後３時
　阿山保健福祉センター
⑤ 10 月 12 日㈬
　午前 11 時～午後１時 30 分
　島ヶ原支所
⑥ 10 月 13 日㈭
　午前 10 時 30 分～午後３時
　ゆめぽりすセンター
⑦ 10 月 14 日㈮ 
　午前 10 時 30 分～午後３時
　ゆめぽりすセンター
※定期検査までに計量士による「代
　検査」を受けた場合は、検査の必
　要はありません。
※対象となる計量器をお持ちの人に
　事前調査書を送付しています。事
　前調査書が届いていない人は商工
　労働課までご連絡ください。
※検査を受検しなかった場合は、三
　重県計量検定所（津市）へ計量器
　を持参し、検査を受けていただく
　ことになります。

【問い合わせ】 
　三重県計量検定所
　☎ 059-223-5071
　商工労働課
　☎ 22-9669
　FAX   22-9628

外部評価報告書が
まとまりました

お知
らせ
お知
らせ

　８月 22 日㈪に、伊賀市総合計画審
議会から、第１次再生計画に掲げた
107 施策のうち６つの施策の外部評
価報告書が市長に提出されました。
　これは、同審議会の委員 15 人が
３グループに分かれ、行政が実施し
た施策評価の検証などを行い、報告
書としてまとめたものです。
　市では、報告書の意見を、今年度
の取り組みや平成 29 年度の予算編
成だけでなく、策定中の第２次再生
計画に反映することとしています。
　報告書の内容は行財政改革推進
課・各支所振興課・市ホームページ
でご覧いただけます。

【問い合わせ】
　行財政改革推進課
　☎ 22-9622　FAX   24-2440

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターは、宝くじ
の社会貢献広報事業として、コミュ
ニティ助成事業を実施しています。
　この宝くじの助成金により、新居
地区住民自治協議会では、地域の活
性化、コミュニティ活動の向上を図
るため、体育祭などの各種行事に使
用するテントや音響設備、事務局業
務に必要な印刷機などの備品を購入
しました。
　また、山田地域住民自治協議会で
は、地域のまちづくり活動の活性化
を図り、地域住民の親睦や絆づくり
をより一層強化するため、ふるさと
夏まつりなどの各種行事に使用する
音響装置や、事務局業務に必要なパ
ソコンなどの備品を購入しました。

【問い合わせ】
○新居地区住民自治協議会のコミュ
　ニティ助成事業について
　上野支所振興課　
　☎ 22-9633　FAX   22-9694
○山田地域住民自治協議会のコミュ
　ニティ助成事業について
　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　FAX   46-0135

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
○（せ）・（入）：
　９月 27 日㈫　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）・（入）：
　10 月 14 日㈮　午後 11 時
※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。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　FAX   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

～ウィークリー伊賀市～
　10月は「上野天神祭」などを
お送りします。

上野図書館読書リレー第１弾
展示＆交流会

催し

　絵本を通して交流しませんか。
　展示された絵本について、みんな
で絵本の感想やおすすめポイント、
子育ての悩みなどを書きつづってみ
ましょう。
　また、交流会では「歌うおはなし
会」を開きます。保健師がアドバイ
ザーとして参加するので、子育ての
相談もできます。
◆展示「歌いたくなる本」

【展示期間】
　10 月７日㈮まで
※月曜日は休館です。
◆交流会「歌うおはなし会」

【と　き】　10 月８日㈯
　午前 10 時 30 分～

【ところ】　上野図書館　視聴覚室
【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　FAX   21-8999

紙芝居まつり
「お月見しよう」

催し

　お月見にちなんだ紙芝居の読み聞
かせをします。

【と　き】
　９月 22 日（木・祝）　午後２時～

【ところ】　上野図書館　視聴覚室
【読み手】
　明日の伊賀市図書館を考える会　

【問い合わせ】　上野図書館
　☎ 21-6868　FAX   21-8999
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募
　
集

伊賀連携フィールド
2016 年度 後期
市民講座「忍者・忍術学講座」

催し

【とき・内容】
※いずれも午前 10 時 30 分～正午
○第１回：10 月８日㈯
　「“忍者の里”の原像～壬生野の結
衆、城館と春日神社～」
　講師：三重県教育委員会社会教
育・文化財保護課　班長
　伊藤　裕偉さん
○第２回：11 月 26 日㈯
　「日本忍者映画史」
　講師：フォトグラファー
　マンス・トンプソンさん
○第３回：12 月 24 日㈯
　「猿飛と霧隠～江戸文学の中の忍
者～」
　講師：大阪大谷大学文学部　教授
　高橋　圭一さん
○第４回：平成 29 年１月 28 日㈯
　「芭蕉忍者説の傾向と対策」
　講師：三重大学人文学部　准教授
　吉丸　雄哉さん
○第５回：平成 29 年２月 18 日㈯
　「芭蕉のネットワークと藤堂家」
　講師：中部大学人文学部　教授
　岡本　聡さん
○第６回：平成 29 年３月 18 日㈯
　「忍者の近現代」
　講師：三重大学人文学部　准教授
　森　正人さん

【ところ】　ハイトピア伊賀　３階コ
ミュニティ情報プラザホール

【問い合わせ】　
　三重大学人文学部チーム総務担当
　☎ 059-231-9194
　総合政策課
　☎ 22-9620　FAX 22-9672

土地の無料相談会催し

　地価調査基準地価格の公表を受
け、広く市民の皆さんに理解と周知
を図るため、土地の無料相談会を実
施します。

【と　き】　10 月３日㈪
　午前９時 30 分～正午

【ところ】
　本庁舎　２階第３会議室

【相談内容】　地価・地代・家賃・土
地利用について
※詳しくは、三重県不動産鑑定士協
　会へ直接お問い合わせください。

【相談員】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士

【問い合わせ】
　（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎ 059-229-3671
　都市計画課
　☎ 43-2314　FAX 43-2317

庭木の整枝剪定講習会募集

　市民の皆さんに庭木づくりに対す
る関心と、樹木への親しみを深めて
いただくために講習会を開催します。

【と　き】　10 月４日㈫
　午前 10 時～午後３時
※雨天時は 10 月５日㈬に延期します。

【ところ】　上野公園内
　（受付：芭蕉翁記念館前）

【内　容】
　庭木などの整枝剪定作業の仕方

【講　師】　市内の造園事業者
【持ち物】
　弁当・水筒・剪定用具（木バサミ・
剪定バサミ・刈込みバサミなど）

【申込方法】
　電話・ファックス
※ファックスの場合は住所・氏名・　
　電話番号を必ず記入してください。

【申込期限】
　９月 30 日㈮　午後５時 15 分

【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314　FAX 43-2317

税理士相談会催し

　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】　10 月８日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀　３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

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

【と　き】　10 月６日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　4 階ミーティン
グルーム

【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

認知症相談窓口催し

　9 月は「世界アルツハイマー月間」
です。
　認知症は私たちにとって大変身近
な病気です。そのため、病気につい
ての正しい理解が求められています。
　次のとおり相談窓口を設置します
ので、認知症の人への対応や症状に
ついて悩んでいる人は、ぜひご参加
ください。

【と　き】　９月 28 日㈬
　午後２時～３時 30 分

【ところ】
　アピタ伊賀上野店　東側出入口

【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

産後ママ親子ヨーガ教室募集

【と　き】
　10 月４日㈫　午前 11 時～正午

【ところ】
　青山保健センター　運動施設
※施設を初めて利用する人は利用講
　習会を受講してください。（当日可）

【対象者】
　産後３カ月～１年までの母と子

【参加費】　500 円（施設入館料）
【持ち物】　飲み物
※動きやすい服装でお越しください。

【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター
　☎ 52-2280　FAX 52-2281

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　FAX 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」


