
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　 24ページの答え　
②打ち込みはぎ
　上野城の石垣は、打ち込みは
ぎと呼ばれる手法で築かれてい
ます。隅石は細長い石を交互に
積む算木積みと呼ぶ手法です。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

　海や川などで子どもたちの水遊び
が盛んになると、水の事故が急増し
ます。子どもを水の事故から守るた
めには、特に周囲の大人が気を配り、
地域ぐるみで安全対策を進めていく
ことが大切です。
　本格的に水に親しむ季節を迎える
前に、家庭や地域などで水の怖さに
ついて話し合い、危険な場所で水泳
や水遊びなどしてはいけないことを
再確認しましょう。
◆屋外での事故を防ぐため
○危険な場所を点検し、危険性を教
える。
○子どもだけで、海や川などで遊ば
せない。
○泥沼や草の生い茂っているところ
には近寄らせない。
○丸太などの漂流物の上では遊ばせ
ない。
○保護者は同伴していても油断せ
ず、子どもから目を離さない。
◆日常生活での事故を防ぐため
○浴槽、洗濯機、トイレ、ビニール
プールなどの注意点を教える。
○一人で浴室に入れない。
○子どもから目を離さない。
※応急手当講習会を希望する場合
は、お問い合わせください。

【問い合わせ】　伊賀消防署管理課
　☎ 24-9120　FAX24-9111

水の事故防止

　読書は豊かな人間性や考える力を
育みます。読書で感じたことを表現
してみませんか。
【図　書】　自由
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【募集部門】
○第１部　高校生・大学生・一般
○第２部　中学生
○第３部　小学生
【応募規定】
○縦書き 400 字詰め原稿用紙を使
用し、第１部・第２部は５枚以
内、第３部は小学３～６年生３枚
以内、１～２年生２枚以内。
○一人一点で、未発表の作品に限り
ます。
○題名は原稿１枚目の欄外へ記入。
○応募票に住所、氏名、学校名など
を記入の上、原稿に添えて郵送ま
たは持参。
※応募票は、上野図書館、各図書室
にあるほか、市ホームページから
ダウンロードできます。
○応募原稿は、返却しません。
【各　賞】
　各部門の特選、入選の人には賞状
と副賞をお渡しします。
【応募期間】
　９月１日㈬～ 10月２日㈯必着
【応募先・問い合わせ】
　上野図書館　
　☎ 21-6868　℻  21-8999

読書感想文コンクール
作品募集

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ～
　「社会を明るくする運動」は、さ
まざまな立場の人が力を合わせ、犯
罪や非行のない安全で安心な地域社
会を築こうとする全国的な運動で、
毎年７月は強化月間です。
　「社会を明るくする運動」伊賀市
推進委員会では、皆さんからお寄せ
いただいた「愛の資金」で、街頭啓
発、作文コンテスト、更生保護活動
などの事業を実施しています。

◆「愛の資金」にご協力ください
　 令 和 ２ 年 度
の「愛の 資 金 」
募 金 総 額 は、
2,292,458 円 で
した。ご協力あり
がとうございまし
た。引き続き、ご
支援いただきますようお願いします。
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

社会を明るくする運動

更生ペンギンのホゴちゃん

【対象者】
　木津川上流域で活動できる満 18
歳以上の人
※実施した活動に対して日当・交通
費などの経費の一部を支援します。

【申込期限】　９月 30日㈭まで
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せいただくか、木津川上流河川事
務所ホームページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300
　℻  0742-34-1482
【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

木津川上流管内
河川レンジャー募集

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力
　本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官採用試験情報

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 koho@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【義援金総額】　※５月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　58,780 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　314,203 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　284,118 円
○令和３年２月福島県沖地震災害　 
　6,016 円
○令和３年島根県松江市大規模火災
　1,104 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

義援金　受け入れ状況

　
　サマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）の収益金は、市町が行う
防災対策や、道路、公園、文化施設、
福祉施設の整備、地域医療の充実支
援など、よりよいまちづくりのため
に使われます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

宝くじ収益金の社会貢献

　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。

【再　任】　今井　和子さん（三田）
【新　任】　木根　正雄さん
　　　　　　　　　　　（上野忍町）

【問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻  21-1891

　国土交通省では、毎年８月を「道
路ふれあい月間」、８月 10日を「道
の日」と定めています。
　市では、皆さんが安全に道路を利
用できるよう期間中にパトロールや
広報活動などを行います。
【問い合わせ】
　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

人権擁護委員の委嘱

８月は「道路ふれあい月間」

　三重県建設労働組合上野支部が
家具に固定金具を無償で取り付け
ます。
※１軒につき家具３つまで（１回限り）
【と　き】
　10月 10日㈰・17日㈰
【対象者】
　次のどちらかに当てはまる人
○市内在住の 65歳以上の人のみの
世帯
○身体障害者手帳１・２級、療育手
帳Ａの交付を受けている人のみの
世帯
※以前にこの事業を利用した世帯
や、市税の滞納がある世帯は申し
込みできません。

【申込方法】
　住宅課にある申込用紙に必要事項
を記入し、提出してください。
※申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。

【申込期限】　８月 17日㈫
【申込先・問い合わせ】
　住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736

家具を固定し
地震に備えましょう

　市の地域福祉の総合的な計画とし
て「第４次伊賀市地域福祉計画」を
策定しました。この計画を推進して
いくための委員を募集します。
【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住または在勤で満 20歳以
上の人
○市議会議員または市職員でない人
【開催回数】　年３回程度
※原則、平日の夜間２時間程度
【任　期】　令和 3年８月１日～令和
８年７月31日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく
【応募方法】　「地域共生社会」をテー
マにした作文（1,000 字程度、様
式は自由）、住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号を明記
の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査・面接
【応募期限】
　７月 16日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673　
　 iryoufukushi@city.iga.lg.jp

第４次伊賀市地域福祉計画
推進委員募集
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　 24ページの答え　
②打ち込みはぎ
　上野城の石垣は、打ち込みは
ぎと呼ばれる手法で築かれてい
ます。隅石は細長い石を交互に
積む算木積みと呼ぶ手法です。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

　海や川などで子どもたちの水遊び
が盛んになると、水の事故が急増し
ます。子どもを水の事故から守るた
めには、特に周囲の大人が気を配り、
地域ぐるみで安全対策を進めていく
ことが大切です。
　本格的に水に親しむ季節を迎える
前に、家庭や地域などで水の怖さに
ついて話し合い、危険な場所で水泳
や水遊びなどしてはいけないことを
再確認しましょう。
◆屋外での事故を防ぐため
○危険な場所を点検し、危険性を教
える。
○子どもだけで、海や川などで遊ば
せない。
○泥沼や草の生い茂っているところ
には近寄らせない。
○丸太などの漂流物の上では遊ばせ
ない。
○保護者は同伴していても油断せ
ず、子どもから目を離さない。
◆日常生活での事故を防ぐため
○浴槽、洗濯機、トイレ、ビニール
プールなどの注意点を教える。
○一人で浴室に入れない。
○子どもから目を離さない。
※応急手当講習会を希望する場合
は、お問い合わせください。

【問い合わせ】　伊賀消防署管理課
　☎ 24-9120　FAX24-9111

水の事故防止

　読書は豊かな人間性や考える力を
育みます。読書で感じたことを表現
してみませんか。
【図　書】　自由
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人
【募集部門】
○第１部　高校生・大学生・一般
○第２部　中学生
○第３部　小学生
【応募規定】
○縦書き 400 字詰め原稿用紙を使
用し、第１部・第２部は５枚以
内、第３部は小学３～６年生３枚
以内、１～２年生２枚以内。
○一人一点で、未発表の作品に限り
ます。
○題名は原稿１枚目の欄外へ記入。
○応募票に住所、氏名、学校名など
を記入の上、原稿に添えて郵送ま
たは持参。
※応募票は、上野図書館、各図書室
にあるほか、市ホームページから
ダウンロードできます。
○応募原稿は、返却しません。
【各　賞】
　各部門の特選、入選の人には賞状
と副賞をお渡しします。
【応募期間】
　９月１日㈬～ 10月２日㈯必着
【応募先・問い合わせ】
　上野図書館　
　☎ 21-6868　℻  21-8999

読書感想文コンクール
作品募集

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ～
　「社会を明るくする運動」は、さ
まざまな立場の人が力を合わせ、犯
罪や非行のない安全で安心な地域社
会を築こうとする全国的な運動で、
毎年７月は強化月間です。
　「社会を明るくする運動」伊賀市
推進委員会では、皆さんからお寄せ
いただいた「愛の資金」で、街頭啓
発、作文コンテスト、更生保護活動
などの事業を実施しています。

◆「愛の資金」にご協力ください
　 令 和 ２ 年 度
の「 愛の資金」
募 金 総 額 は、
2,292,458 円 で
した。ご協力あり
がとうございまし
た。引き続き、ご
支援いただきますようお願いします。
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

社会を明るくする運動

更生ペンギンのホゴちゃん

【対象者】
　木津川上流域で活動できる満 18
歳以上の人
※実施した活動に対して日当・交通
費などの経費の一部を支援します。

【申込期限】　９月 30日㈭まで
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せいただくか、木津川上流河川事
務所ホームページをご覧ください。

【申込先・問い合わせ】
　木津川上流管内河川レンジャー事
務局（（一社）近畿建設協会）
　☎ 0742-33-1300
　℻  0742-34-1482
【問い合わせ】　企画管理課
　☎ 22-9723　℻  22-9724

木津川上流管内
河川レンジャー募集

【問い合わせ】
　自衛隊三重地方協力
　本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

自衛官採用試験情報

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口

　広報いが・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 koho@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

　　

広報いがＰＤＦ版を市ホームページ
でご覧いただけます。

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴広報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

２次元コードから詳しい情報が見られます。

【義援金総額】　※５月末現在
○バングラデシュ南部避難民
　58,780 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　314,203 円
○令和２年７月豪雨災害　 
　284,118 円
○令和３年２月福島県沖地震災害　 
　6,016 円
○令和３年島根県松江市大規模火災
　1,104 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

義援金　受け入れ状況

　
　サマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）の収益金は、市町が行う
防災対策や、道路、公園、文化施設、
福祉施設の整備、地域医療の充実支
援など、よりよいまちづくりのため
に使われます。

【問い合わせ】
　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

宝くじ収益金の社会貢献

　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。

【再　任】　今井　和子さん（三田）
【新　任】　木根　正雄さん
　　　　　　　　　　　（上野忍町）

【問い合わせ】
○人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
○津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　℻  21-1891

　国土交通省では、毎年８月を「道
路ふれあい月間」、８月 10日を「道
の日」と定めています。
　市では、皆さんが安全に道路を利
用できるよう期間中にパトロールや
広報活動などを行います。
【問い合わせ】
　企画管理課
　☎ 22-9722　℻  22-9724

人権擁護委員の委嘱

８月は「道路ふれあい月間」

　三重県建設労働組合上野支部が
家具に固定金具を無償で取り付け
ます。
※１軒につき家具３つまで（１回限り）
【と　き】
　10月 10日㈰・17日㈰
【対象者】
　次のどちらかに当てはまる人
○市内在住の 65歳以上の人のみの
世帯

○身体障害者手帳１・２級、療育手
帳Ａの交付を受けている人のみの
世帯

※以前にこの事業を利用した世帯
や、市税の滞納がある世帯は申し
込みできません。

【申込方法】
　住宅課にある申込用紙に必要事項
を記入し、提出してください。
※申込用紙は市ホームページからも
ダウンロードできます。

【申込期限】　８月 17日㈫
【申込先・問い合わせ】
　住宅課
　☎ 22-9737　℻  22-9736

家具を固定し
地震に備えましょう

　市の地域福祉の総合的な計画とし
て「第４次伊賀市地域福祉計画」を
策定しました。この計画を推進して
いくための委員を募集します。
【募集人数】　２人
【応募資格】
　次のすべてに当てはまる人
○市内在住または在勤で満 20歳以
上の人

○市議会議員または市職員でない人
【開催回数】　年３回程度
※原則、平日の夜間２時間程度
【任　期】　令和 3年８月１日～令和
８年７月31日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく
【応募方法】　「地域共生社会」をテー
マにした作文（1,000 字程度、様
式は自由）、住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号を明記
の上、下記まで。
【選考方法】　作文審査・面接
【応募期限】
　７月 16日㈮　午後５時　※必着
【応募先・問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻  22-9673　
　 iryoufukushi@city.iga.lg.jp

第４次伊賀市地域福祉計画
推進委員募集
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