
　10 月１日㈫から伊賀市プレミア
ム付商品券を、購入引換券と身分証
明ができる書類を提示し、指定の販
売場所で購入することができます。

【対象者】

①平成 31 年度分の住民税が課税さ
れていない人

※住民税が課税されている人に扶養
されている人、同一世帯の人が課
税されている人や生活保護受給者
などは対象になりません。

②平成 28 年４月２日から令和元年
９月 30 日までに生まれた子のい
る世帯主

※いずれの要件にも該当する人は
両方の立場で購入できます。

【購入限度額】

① 対 象 者 一 人 に つ き 20,000 円
（25,000 円分）

②対象期間内に生まれた子一人につ
き 20,000 円（25,000 円分） 

【申請方法】

①購入引換券の申請が必要です。対
象者になる可能性がある人には、
８月中旬に申請書を郵送しますの
で、必要事項を記入・押印の上、
同封の返信用封筒にて提出してく
ださい。審査後、対象者に購入引
換券を順次郵送します。

②購入引換券の申請は不要です。９
月中旬以降、対象者に購入引換券
を順次郵送します。

【申請期限】

① 12 月２日㈪必着
【申請先・問い合わせ】

　商工労働課プレミアム付商品券担
当窓口
　☎ 22-9696　℻   22-9628

　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18日㈮・19日㈯・20日㈰

　だんじり巡行などの情報は、今後、
市ホームページや広報いが市 10 月
１日号に掲載します。

【問い合わせ】

○上野天神祭地域振興実行委員会　
　（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　℻   24-3857
○観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

　2021 年の三重とこわか国体を盛
り上げるため、市内スポーツ用品販
売店で伊賀市オリジナルポロシャツ
の販売が開始されました。
　この機会にぜひお買い求めいただ
き、国体の PR にご参加ください。

【販売金額】　2,000 円（税別）
【取扱店】

○㈱ウヲジスポーツ
　☎ 21-4900
○タルヰスポーツ
　☎ 21-0053
○㈱マツヤマスポーツ
　☎ 41-1414

【問い合わせ】

　三重とこわか国体伊賀市実行委員
会事務局（国体推進課内）
　☎ 43-9100　℻   43-9102

　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は
次の歯科医院で診察を受けることが
できます。
※受診する前に電話で確認し、健康

保険証などを忘れず持参してくだ
さい。

【とき・ところ】

○８月 11 日( 日・祝 )
　村田歯科医院
　（柘植町 2296 番地）
　☎ 45-2025
○８月 13 日㈫
　歯科武田医院
　（上野桑町 1991 番地）
　☎ 21-0125
○８月 14 日㈬
　内田歯科医院
　（上野農人町 564 番地）
　☎ 21-0271
※全て午前９時～午後５時

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673
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【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日786
広報・運営・応援
ボランティア募集中

今月の納税

●納期限　９月２日 （月）

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

伊賀市の人口・世帯数

（令和元年６月 30 日現在）
 人口　91,564 人
　　　　（男）44,929 人
　　　　（女）46,635 人
 世帯数　40,559 世帯

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。
※入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時

　８月 15 日㈭　午後４時
◆参加申込期限

　９月４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
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

【と　き】

　９月７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
※託児を希望する人は、８月 19 日

㈪～ 30 日㈮の間に電話で申し込
んでください。

【申込先・問い合わせ】

　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770
　℻  26-5771

【学生の種類】

○教養学部生
•科目履修生：半年間在学し、興

味のある科目を選ぶ。
•選科履修生：1 年間在学し、興

味のある科目を選ぶ。
•全科履修生：4 年以上在学し、

大学卒業をめざす。
○大学院生

•修士科目生：半年間在学し、興
味のある科目を学ぶ。

•修士選科生：1 年間在学し、興
味のある科目を学ぶ。

【入学資格】

　全科履修生は 18 歳以上で、高等
学校卒業またはこれと同等以上の
人。科目履修生・選科履修生は 15
歳以上の人。修士科目生・修士選科
生は 18 歳以上の人。

【出願方法】

　郵送・放送大学ホームページ
【出願期間】

○第１回
　８月 31 日㈯まで
○第２回
　９月 1 日㈰～９月 20 日㈮

【問い合わせ】

○放送大学三重学習センター
　☎ 059-233-1170
　℻   059-233-1179
　URL：http://www.ouj.ac.jp
○生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

◆寺田市民館「じんけん」パネル展

　「沖縄戦」

【と　き】　８月１日㈭～ 29 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
※６日㈫・20 日㈫は午後７時 30

分まで延長します。
【ところ】

　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】

　寺田市民館
　☎／℻   23-8728

◆いがまち人権パネル展

　「原爆と人間」

【と　き】　８月１日㈭～ 22 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日・祝日を除く。
※１日㈭・８日㈭は午後７時 30 分

まで延長します。
【ところ】

　いがまち人権センター
【問い合わせ】

　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻   45-9130

　第３回おはなし広場は、人形劇ボ
ランティア“マンマミーダ”による
楽しい人形劇と紙芝居です。演目は

「マンゴーとさるの王様」です。
【と　き】　９月５日㈭
　午前 10 時 30 分～ 11 時

【ところ】

　青山公民館図書室
【問い合わせ】

　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

【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）
　☎／℻   47-1777

【担当課】　大山田支所振興課

　広報いが市７月１日号６ページに
掲載した後期高齢者医療保険料計算
方法の表に誤りがありました。お詫
びして訂正します。正しい保険料の
計算方法は、７月に送付した後期高
齢者医療保険料決定通知書の同封文
書をご覧ください。

【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9660　℻   26-0151

【と　き】

　８月 20 日㈫　午後３時～
【ところ】

　伊賀市文化会館　さまざまホール
【内　容】

○演題：今こそ同和教育実践に学ぶ
ことから

○講師：大阪教育大学　非常勤講師
　土田　光子さん

【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）
　☎／℻   21-8839
○学校教育課
　☎ 22-9649　℻   22-9667

　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 27 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】

　本庁舎　２階　会議室 202
【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　℻   52-2281

桃青の丘幼稚園入園説明会催し

大山田ふるさと夏まつり催し

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

第15回伊賀市教育研究集会
記念講演会

催し

人形劇がやってくる催し

人権パネル展催し

放送大学第２学期
（10月入学）学生

募集

お詫びと訂正
お知
らせ

２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
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