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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）：11 月 7 日㈬
　　　　　　　午後４時
◆参加申込期限

○（せ）（入）：11 月 21 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）

義援金 受け入れ状況

【義援金総額】　※ 9 月 21 日現在
○東日本大震災　64,588,296 円
○熊本地震災害　575,947 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害　

23,023 円
○バングラデシュ南部避難民
　25,925 円
○平成 30 年大阪府北部地震災害
　31,730 円
○平成 30 年米原市竜巻災害
　35,908 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　156,174 円
○2018 年インドネシア・ロンボク

島地震　5,606 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　2,408 円
※お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】

○本庁舎玄関ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】

　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ 22-9673

枯れ草火災防止について

　市内において野焼きなどが原因の
枯れ草火災が多発しています。野外
での焼却行為は「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」によって、原則
禁止されています。例外的に農業上
必要なもの、風俗習慣上または宗教
行事に関わるものなど一部の焼却が
認められていますが、火災とまぎら
わしい煙などを発するおそれのある
行為をするときは、あらかじめ、消
防署に届出が必要です。焼却行為に
は火災の危険が伴いますので、次の
事項に十分注意して行ってください。
■火入れを行う場合の注意点

○監視人を必ず置きましょう。
○火から離れるときは、完全に消火

しましょう。
○消火に必要な器具などを必ず準備

しましょう。
○風の強い日や空気の乾燥している

時の火入れはやめましょう。
○強風注意報や火災警報が発せられた

場合は、火入れを中止しましょう。
○火入れをするときは、延焼しないよ

う周囲の可燃物を除去しましょう。
○日の出から日没までに行いましょう。
○火災に備えて消防への連絡体制を

確保しておきましょう。
【問い合わせ】　予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

　７月に募集した「初めての講師サ
ポート事業」に９件の申請をいただ
きました。審査の結果、次の６件の
事業を採択し、11 月～平成 31 年
２月にハイトピア伊賀で各教室が開
催されます。

○スローな Yoga でここちよく
○おりがみ教室
○姿勢・骨盤矯正ストレッチ講座
○初歩英語
○初めてのデッサン講座
○初めてのハーバリウム教室

　教室について、詳しくは市ホーム
ページまたは各地区公民館に設置の
チラシをご覧ください。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

初めての講師サポート事業
採択結果

　労働保険（「労災保険」と「雇用
保険」）は、政府が管理・運営して
いる強制的な保険であり、農林水産
業の一部を除き、労働者を１人でも
雇っている事業主は、事業主または労
働者の意思にかかわりなく必ず加入
することが法律で定められています。
　三重労働局では、11 月を「労働
保険適用促進強化期間」と定めると
ともに、「労働保険未手続事業の一
掃」を重点課題と位置付け、（一社）
全国労働保険事務組合連合会三重支
部と連携し、未手続事業場を戸別に
訪問するなどして、加入促進を図り
ます。

【問い合わせ】

○三重労働局総務部労働保険徴収室
　☎ 059-226-2100
○伊賀労働基準監督署
　☎ 21-0802
○ハローワーク伊賀
　☎ 21-3221

【担当課】

　商工労働課

11 月は「労働保険適用
促進強化期間」です

【と   き】　11 月 2 日㈮～ 4 日㈰
　午前 9 時～午後 5 時
※ 4 日㈰は午後 3 時まで

【ところ】　島ヶ原会館
　ふれあいホール・中会議室

【内　容】

　島ヶ原地区の幼児から高齢者まで
の絵画・写真・書道・俳句・手芸な
どの作品展示

【問い合わせ】

　島ヶ原公民館
　☎ 59-2291　ＦＡＸ 59-2574

島ヶ原文化作品まつり

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　芭蕉翁の遺骸が葬られた義仲寺
の所在地はどこでしょうか？現在
の地名で選んでください。
①大阪市　②大津市　③伊賀市
④岐阜市

（答えは 8 ページ）

伊賀のこと
もっと

知りた
い！

問題「広報いが市」の点字版・録音
版を発行しています

　希望される場合はお問い合わ

せください。　

【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　　shougai@city.iga.lg.jp
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

7 広報いが市 2018 年（平成 30 年） 10 月 15 日号

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

献血のご案内

● 11月 4日㈰

　午前 10時～ 11時 20分
　午後 0時 30分～ 4時
　アピタ伊賀上野店

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

いがまち人権センター
第３回解放講座

【と　き】　11 月 9 日㈮
　午後 7 時 30 分～ 9 時

【ところ】

　いがまち人権センター
【内　容】

○演　題：

外国人定住者に起こる生活困窮へ
の支援・対策と今後の課題（仮題）

○講　師：

多文化共生ネットワーク　エスペ
ランサ　代表　青木　幸枝さん

【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

【と   き】

　11 月 10 日㈯
　午前 10 時～午後 3 時 30 分

【ところ】

　伊賀市文化会館
【内　容】

○ 1部　検査健康展

　午前 10 時～午後 1 時
　（一社）三重県臨床検査技師会によ
る、骨密度検査・けい動脈エコーの
検査を無料で体験できます。
※申し込み不要ですが、けい動脈エ

コーは先着 90 人で、当日午前 9
時45分から整理券を配布します。

○ 2部　講演会

　午後 2 時～ 3 時 30 分
※当日会場で入場整理券を配布します。
○演題：地域社会に役立つコミュニ
ケーション～まず、自分が元気にな
ろう～
○講師：

　音楽健康指導士　大場　久美子さん
　女優、心理カウ
ンセラーとしても
活躍され、東日本
大震災や熊本地震
など被災者の心と
体のケアを精力的
に行われています。

【問い合わせ】

　（一社）伊賀医師会
　☎ 23-5550　ＦＡＸ 24-3409

【担当課】

　医療福祉政策課

在宅医療普及啓発事業講演会

第 3 回中部地区

　バス運転士合同就職説明会

　近年、全国のバス会社で ｢バスの
運転士が足りない｣ という問題が深
刻化していることをご存じですか。
地方では、路線バスの減便や路線の
廃止に追い込まれるケースも少なく
ありません。このままバス運転士不
足が続くと、バス輸送に支障が生じ
たり、皆さんの生活や経済活動に影
響を及ぼすことが懸念されます。
　中部エリアのバス業界ではバス運
転士確保対策の一環として、就職説
明会を開催しますので、ぜひご参加
ください。

【と　き】　11 月 17 日㈯
　午前 11 時 30 分～午後５時 30 分

【ところ】　JP タワー名古屋
　3F ホール　（名古屋市中村区名駅
１丁目１番地の１）

【内　容】　中部エリアのバス会社の
ブース出展・ステージイベント・就
職相談コーナー・女性には、女性運
転士とケーキを食べながらの座談会
を計画

【問い合わせ】

　中部バス協会 ( 愛知県バス協会 )
　☎ 052-613-8133

【担当課】　交通政策課

どらなびＥＸＰＯ2018 秋

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。

【と　き】　11 月 13 日㈫
　午前 10 時～正午

【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872 番地の１）

【料　金】　100 円
【問い合わせ】

　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

育み、よりそい、護
まも

る

～健康長寿社会の実現と

　　　　　歯科保健の果たす役割～

【と   き】　11 月 4 日㈰
　午前 11 時 30 分～午後 3 時 30 分

【ところ】

　アドバンスコープ ADS ホール
　（名張市松崎町 1325-1）

【内　容】

○午前 11時 30分～午後 1時

　健康チェックコーナーや各団体に
よる展示
○午後 1時～ 2時 10分

　 歯 と 口 の 健 康 週 間、 い い 歯 の
8020 など各種表彰
○午後 2時 10分～ 3時 30分

　シンポジウム「健康長寿社会の実
現と歯科保健の果たす役割」
〈コーディネーター〉　

三重県歯科医師会副会長
　羽根　司人さん
厚生労働省健康局長
　宇都宮　啓さん
名張市長　亀井　利克さん
内田歯科医院院長　内田　準子さん
※先着 500 人に記念品があります。

【申込先・問い合わせ】

○三重県歯科医師会
　☎ 059-227-6488
　http://www.dental-mie.or.jp/
○健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

第 23 回三重県歯科保健大会

　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】

　11 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

（名張市南町 822 番地の 2）
【対象者】

　伊賀地域に在住・在勤の人
※予約優先（1 人 30 分程度）

【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）
※土・日曜日、祝日を除く。
　http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/

【担当課】　課税課

税理士相談会
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