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防災行政無線の試験放送
お知
らせ
お知
らせ

　「全国瞬時警報システム（Ｊアラー

ト）」の訓練のため、市内一斉に試験

放送をしますので、ご理解をお願いし

ます。

【と　き】

　８月 29 日㈬　午前 11 時

【放送内容】

　チャイムのあとに次の音声が流れ

ます。

　「これは J アラートのテストです。」×３

　「こちらは広報伊賀です。」

【問い合わせ】　総合危機管理課

　☎ 22-9640　FAX 24-0444

お盆の歯科診療
お知
らせ
お知
らせ

　休診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

歯科医院で診察を受けることができ

ますので、ご利用ください。

※受診する前に電話で確認し、保険証

などを忘れずに持参してください。

【とき・ところ】

○ 8 月 14 日㈫午前 9 時～午後 5 時

　服部歯科医院　☎ 23-3130

　（佐那具町 640 番地）

○ 8 月 15 日㈬午前 9 時～午後 5 時

　大竹歯科　☎ 52-1100

　（阿保 1468 番地の 1）

【問い合わせ】

　医療福祉政策課

　☎ 22-9705

　FAX 22-9673

知っていますか？建退共制度
お知
らせ
お知
らせ

　建設業退職金共済制度（建退共制

度）は、建設現場労働者の福祉の増

進と建設業を営む中小企業の振興の

ために設立された制度です。事業主

が労働者の勤務日数に応じて掛金を

支払い、その労働者が建設業界から

離れた時に退職金が支払われる、建

設業界全体での退職金制度です。

加入できる事業主：

建設業を営む人

対象となる労働者：

建設業の現場で働く人

労働者１人あたりの掛金：

日額 310 円

○国の制度なので安全・確実で、申

込手続は簡単です。

○経営事項審査で加点評価の対象と

なります。

○国が掛金の一部を助成します。

○掛金は事業主負担ですが、法人で

は損金、個人では必要経費として

扱われ、全額非課税となります。

○事業主が変わっても退職金は企業

間を通算して計算されます。

【問い合わせ】

　（独）勤労者退職金共済機構　建設

業退職金共済三重県支部

　☎ 059-224-4116

　FAX 059-228-6143

【担当課】　商工労働課

今月の納税

●納期限　8 月 31 日 （金）

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

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）：８月 15 日㈬　午後４時
○（入）：

◆参加申込期限

○（せ）：９月３日㈪　午後 11 時
○（入）：

※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）

上野天神祭のダンジリ行事
開催日程

お知
らせ

　今年の上野天神祭のダンジリ行事

は、次の日程で開催します。

【と　き】

　10 月 19 日㈮～ 21 日㈰

　今後、市ホームページや広報いが

市 10 月 1 日号などに情報を掲載しま

す。詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】　

○上野文化美術保存会（上野西部公

民館内）　☎ 23-9779

○上野天神祭地域振興実行委員会

　（上野商工会議所内）

　☎ 21-0527　FAX 24-3854

○観光戦略課

　☎ 22-9670　FAX 22-9695

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報

交換の場です。

【と　き】　８月 28 日㈫

　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】

　ゆめぽりすセンター

【内　容】

○ミュージックコーディネーターに

よる音楽療法：午後１時 30 分～

○情報交換会：午後２時 30 分～

【料　金】　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南部サテラ

イト

　☎ 52-2715　FAX 52-2281

伊賀市の人口・世帯数

（平成 30 年 6 月 30 日現在）

 人口　92,453 人

　　　　（男）45,263 人

　　　　（女）47,190 人

 世帯数　40,169 世帯



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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いがまち人権パネル展催し

【と　き】

　８月６日㈪～ 23 日㈭

　午前９時～午後５時

※土・日曜日、祝日を除く。

※９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】　「原爆と人間」

【問い合わせ】

　いがまち人権センター

　☎ 45-4482　FAX 45-9130

伊賀・山城南定住自立圏連
携事業　かんこ踊り講演会

催し

【と　き】　９月２日㈰

　午後１時 30 分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀　５階　

多目的大研修室

【内　容】

　伊賀・山城南両地域の文化である

「かんこ踊り」の講演・映像記録の

上映・パネル展示などを行います。

　講師：伊賀市文化財保護審議会委

員　佐々木　聖佳さん

【問い合わせ】　生涯学習課

　☎ 22-9637　FAX 22-9692

第13回伊賀市教育研究
集会　全体会・講演会

催し

【と　き】　８月 23 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：「部落差別解消法とこれか

らの同和教育の課題～部落問題を

どう語り、伝えるのか～」

○講師：関西大学社会学部教授

　石元　清英さん

【問い合わせ】

○伊賀市教育研究会（伊賀市教育研

究センター内）

　☎／FAX 21-8839

○学校教育課

　☎ 47-1283　FAX 47-1290

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　８月１日㈬～ 30 日㈭　

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学習室

【内　容】　「原爆展」

　原爆の被害がもたらしたものと、

その被害と闘い続けた人々の歩みを

ふり返り、平和の尊さを語り継ぐた

めのパネル展です。

【問い合わせ】

　寺田市民館　☎／FAX 23-8728

桃青の丘幼稚園入園説明会催し

【と　き】　９月８日㈯

　午前 10 時～ 11 時 30 分

　（受付：午前９時 30 分～）

【ところ】　桃青の丘幼稚園

【内　容】　幼稚園での１日の生活に

ついて・保護者体験談など

◆託児があります

　希望する人は、８月 20 日㈪～

24 日㈮の間に電話で申し込んでく

ださい。

【問い合わせ】

　桃青の丘幼稚園

　☎ 26-5770

　FAX 26-5771

大山田ふるさと夏まつり催し

【と　き】

　8 月 15 日㈬　午後４時～

【ところ】

　大山田せせらぎ公園

【内　容】　カヌー体験・ダンス・く

れは太鼓・創作花火・打ち上げ花火

その他各種団体の出店など

【問い合わせ】

　大山田ふるさと夏まつり実行委員

会事務局（山田地域住民自治協議会）

　☎／FAX 47-1777

　大山田支所振興課

　☎ 47-1150　FAX 46-0135

上野同和教育研究協議会
第33回研究大会

催し

　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

３３回研究大会を開催します。

◆全体会・講演会

【と　き】　９月１日㈯

午前 9 時 20 分～午後 0 時 10 分

　受　付：午前９時 20 分～

　全体会：午前９時 45 分～

　講演会：午前 10 時 30 分～

【ところ】

　伊賀市文化会館　さまざまホール

※駐車台数に限りがありますので、

乗り合せなどでの参加をお願いし

ます。

【内　容】

○演題：「教育とマスコミから人権

を考える」

○講師：伊賀市教育長　笹原　秀夫

◆分科会

【と　き】　９月１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

　分科会２：ハイトピア伊賀５階

　分科会３：ゆめぽりすセンター

【問い合わせ】

　上野同和教育研究協議会事務局

　☎／FAX 26-7677

　生涯学習課

　☎ 22-9679

　FAX 22-9692

ウェルカムベビー教室
お知
らせ

【と　き】

　９月２日㈰　午前 10 時～正午

【ところ】

　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】　妊婦体験（家族対象）・

沐浴体験・情報交換会・妊婦相談・

育児相談など

【対象者】

　妊婦とその家族（夫・母など）

【持ち物】　母子健康手帳

【定　員】　15 組　※先着順

【申込方法】　妊婦さんの住所・氏名・

電話番号・出産予定日・同伴者の有

無を、電話・ファックス・来庁のい

ずれかでお伝えください。

【申込受付開始日】　８月８日㈬

【申込先・問い合わせ】　

　伊賀市上野丸之内 500 番地　ハ

イトピア伊賀４階

　健康推進課

　☎ 22-9653

　FAX 22-9666

募集


