
　「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。

【と　き】

　12 月４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　℻   24-0444

【運動期間】　12 月１日㈰～ 10 日㈫
【運動の重点】

○高齢者と子どもの交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
○横断歩道における歩行者優先の徹底
○飲酒運転の根絶
♦ 12 月は交通事故が最も多い月

　ドライバーは、ゆとりと思いやり
のある運転を心がけ、歩行者・自転
車利用者は、夜間外出の際には反射
材を身につけましょう。

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

　個人番号カード・電子証明書利用
者のうち、有効期間が満了する人へ
その旨の通知を送付します。
　引き続き個人番号カード・電子証
明書の利用を希望する人は更新手続
きをしてください。
　詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】

　戸籍住民課
　☎ 22-9645　℻   22-9643

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。

　　

　比土遺跡で江戸時代末期に出
土した（　　　）は、現在埼玉
県立博物館が所蔵しています。
①銅鐸　　②石棒
③刀剣　　④土符

（答えは 14 ページ）

伊賀のこと
もっと

知りた
い！

問題

防災行政無線の試験放送
お知
らせ年末の交通安全県民運動

お知
らせ

　　
お薬手帳を1 冊に

　まとめましょう

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

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

個人番号カード・電子証明書
有効期限のお知らせ

お知
らせ

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日680
昭和50年三重国体

思い出の品展示中

（阿山保健福祉センター内）

【と　き】　令和２年１月 26 日㈰

○開会式　　午前８時 20 分～

○スタート　午前 10 時（全部門共通）

【コース】　ゆめが丘地内周回コース

【区　間】

○一般男子・オープンの部　５区間　17.4km

○一般女子・中学生男子・中学生女子の部

　５区間　10.9km

【チーム編成】　監督１人　選手５人以上８人以内

【参加資格】

○一般男子・一般女子の部：伊賀地区（伊賀市・名

張市）に在住・通勤・通学する人（中学生を除く。）

○中学生男子・中学生女子の部：中学生

※申し込みは学校単位とします。

○オープンの部：伊賀地区に在住、または市内に通

勤・通学する人を含む高校生以上の人。

【参加料】（１チーム）

○一般男子の部　　　　　　10,000 円

○一般女子の部　　　　　　 5,000 円

○中学男子・中学女子の部　 3,000 円

○オープンの部　　　　　　10,000 円

【申込方法】　参加料を添え、参加申込書・永年出場

者表彰候補推薦書・チーム紹介を全てデータ（Word

または Excel）で持参してください。

　申込書は市ホームページからもダウン

ロードできます。

※詳しくはお問い合わせいただくか市ホー

ムページでご確認ください。

【申込期間】

　11 月 29 日㈮～ 12 月 20 日㈮　午後５時

【申込先】

　スポーツ振興課

伊賀地区駅伝競走大会参加チーム募集
◆ 力を合わせてたすきをつなごう

【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 22-9635　FAX 22-9694　 sports@city.iga.lg.jp
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芭蕉翁記念館
だより

芭蕉翁記念館
だより

　冬ももう間近。冷え込みも厳し
くなり、風邪やインフルエンザが
心配な時期となってきましたね。
今のようにエアコンやストーブの
ない時代に芭蕉さんたちはどのよ
うに暖を取っていたのでしょうか。
　芭蕉さんの冬の句に、次のよう
なものがあります。

　　ごを焼
たい

て手
てぬぐい

拭あぶる寒さ哉

　句の「ご」とは、松の枯
かれ

葉
は

のことで、
ここでは焚火の燃料にされていま
す。芭蕉さんは、「古松葉を焼い
て手拭をあぶり、寒さにこごえた
身も暖めることだ」と詠みました。
♦芭蕉祭特別展「奥の細道」

　12 月 27 日㈮まで
　（12月28日～1月4日は休館）
♦ギャラリートーク

　12 月 7 日㈯　午後１時 30 分～
♦企画展「芭蕉と近代文学」

　令和２年１月５日㈰から
【問い合わせ】

○文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
○芭蕉翁記念館　☎ 21-2219

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

【義援金総額】　※ 10 月 21 日現在
○東日本大震災
　64,603,380 円
○熊本地震災害
　598,152 円
○平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害
　34,843 円
○バングラデシュ南部避難民
　38,405 円
○平成 30 年 7 月豪雨災害
　274,933 円
○平成 30 年北海道胆振東部地震
　83,923 円
○令和元年８月豪雨災害
　5,011 円
○令和元年台風第 15 号千葉県災害
　101,813 円
○令和元年台風第 15 号東京都災害
　1,862 円
○令和元年台風第 19 号災害　 
　7,028 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　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）

【問い合わせ】

　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　℻   22-9673

　三重県市町総合事務組合の平成
30 ～令和３年度入札参加資格審査
申請書（物品・業務委託）提出要領
に基づき、中間期納税確認を実施し
ます。
　６月 30 日現在、伊賀市に登録が
ある業者の本社へ、三重県市町総合
事務組合から通知がありますので、
期間内に必要書類を提出してくだ
さい。
　提出がない場合、令和２年度以降
の入札に参加できなくなりますの
で、ご注意ください。

【提出期間】

　11 月 25 日㈪～ 12 月 25 日㈬
【提出方法】　郵送
【提出先・問い合わせ】

　〒 514-0003
　津市桜橋二丁目 96 番地
　三重県市町総合事務組合
　共同受付・審査担当
　☎ 059-221-3701

【問い合わせ】　契約監理課
　☎ 22-9810　℻   22-9837

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源にコミュ二
ティ助成事業
を実施してい
ます。
　この宝くじ
の助成により、
霧生区では、
地域行事等のイベント・広報活動に
使用するプロジェクター、テント、
カラー複合機などを購入しました。

【問い合わせ】　青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻   52-2174

「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　℻   22-9662

　　 shougai@city.iga.lg.jp

コミュニティ助成事業
お知
らせ

義援金受け入れ状況
お知
らせ 入札参加資格者名簿

登録業者納税確認

お知
らせ
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