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募集

第２次
伊賀市地域福祉計画（中間案）
パブリックコメント募集

【募集期間】
11 月 15 日㈪〜 12 月６日㈪
※ 12 月６日㈪必着とします。
【募集内容】 第 2 次伊賀市地域福
祉計画（中間案）に対するご意見
【閲覧方法】 市ホームページまたは
介護高齢福祉課・各支所住民福祉課
窓口に設置の資料をご覧ください。
【提出方法】 意見の件名を記載し、
ご意見（
「該当箇所」およびそれに
対する「意見内容」）・住所・氏名・
電話番号を明記の上、郵送・FAX・
Ｅメール・持参のいずれかの方法で
提出してください。
■シンポジウムを兼ねた計画説明会
を開催します。
【と き】 11 月 23 日㈫ · ㈷
午後１時 30 分～
【ところ】
ゆめぽりすセンター 大会議室
【内 容】
「みんなでつくる地域福祉計画」
【提出先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
☎ 26-3940 ＦＡＸ 26-3950
kaigo@city.iga.lg.jp
※持参の場合は、 介護高齢福祉課・
各支所住民福祉課で受け付けます。
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産後ママの
リフレッシュタイム

日常の子育てから少し離れて、イ
ンストラクターの指導のもとヨーガ
を体験しませんか。出産後の骨盤や
腹筋の回復を促し、産後の体型が戻
りやすくなります。また育児による
腰痛や肩こりなどを軽減し、心身と
もにリラックスできます。
【と き】 11 月 26 日㈮
午前 11 時～正午
【ところ】
青山保健センター運動施設
【対象者】
産後 3 カ月～ 1 年くらいまでの
母親
【定 員】
15 人 ※先着順
※同時に託児も受け付けます。
（要予約：定員あり）
【参加費】
１回 500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用される人は、当
日までに利用講習会を受講してく
ださい。詳しくはお問い合わせく
ださい。
【持ち物】
室内用運動靴・運動できる服装
【申込受付開始日】
11 月８日㈪
【申込先・問い合わせ】
青山保健センター ☎ 52-2280
※電話でお申し込みください。

～ ご利用ください ～

三重県ひとり親家庭等日常生活支援事業

一時的に生活援助・子育て支援が必要！どうしたらいいの？
⇒家庭生活支援員を派遣します！ただし、事前に登録が必要です。

■利用できる人は？
寡婦・母子家庭・父子家庭
■年間に利用できる日数は？
原則として 10 日間を限度とします。
■どんなときに利用できるの？
◦保護者・児童・同居している祖父母の一時的なけ
がや病気など
◦冠婚葬祭・子どもの学校行事などへの参加・出張・
残業など
◦家庭や生活環境が変わり、一時的に援助が必要と
なった時など
■どんな支援が受けられるの？
生活支援：食事の世話・住居の掃除・身の回りの世
話など
子育て支援：乳幼児の保育・児童の生活指導など
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父子料理教室参加者募集
お

や

こ

～お子様ランチ編～
日常生活で、ほとんど料理を作っ
たことのないお父さんとその子ども
を対象に開催します。親子で簡単に、
楽しく、料理をしてみませんか。
【と き】
11 月 27 日㈯
午前９時 30 分～午後 2 時 30 分
【ところ】
いがまち保健福祉センター調理室
【持ち物】
エプロン・米２合（１組につき）
三角巾（自由）
【応募資格】
市内在住・在勤の人
※２人１組（父と子）
※子どもは小学生高学年までとします。
【参加費】
１組 500 円
【応募締切日】
11 月 12 日㈮ ※先着６組
【応募方法】
住所・氏名（父と子）・年齢・電
話番号を明記の上、郵送・FAX・持
参のいずれかで応募してください。
【応募先・問い合わせ】
〒 518-8501
伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市人権生活環境部
人権政策・男女共同参画課
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9649
※土・日曜日・祝日を除く。

家庭生活支援員を募集しています
資格をお持ちで、支援をしてい
ただける人は、こども家庭課ま
でご連絡ください。

■登録の仕方は？
こども家庭課に申請書を設置していますので、持参
または郵送で提出してください。
■支援員はどんな人？
一定の研修修了者・ホームヘルパー・保育士・看護
師など資格の所有者です。
■利用者の費用負担は？（１時間当たり）
利用世帯の区分
生活保護世帯・市民税非課税世帯
児童扶養手当支給水準の世帯
上記以外の世帯

子育て支援 生活支援
0円
0円
70 円 150 円
150 円 300 円

■申請先・問い合わせ
〒 518-8501 伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市健康福祉部こども家庭課
☎ 22-9609 ／ 22-9654

伊賀市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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― 11 月の３病院救急輪番体制 ―
＊小児科以外の診療科目での輪番制です。

募集

山もゆる秋
和銅の道歴史街道ウォーク

この申告により、翌年中に受
けられる年金にかかる所得税の
源泉徴収税額が決まります。提
出を忘れると各種控除が受けら
れず、所得税の源泉徴収税額が
多くなる場合がありますのでご
■年金受給者の人へ
注意ください。
「扶養親族等申告書」は
なお、年金以外に収入がある
期限までに提出してください 人は、確定申告が必要です。
■平成 年分「扶養親族等申告
老齢や退職を支給事由とする
書」が送付される人
年金は、雑所得として所得税の ◦ 歳未満…年金額が１０８万
課税対象とされています。
円以上の人
※障害年金・遺族年金は課税さ ◦ 歳以上…年金額が１５８万
れません。
円以上の人
課税対象となる受給者の人に 【問い合わせ】
は、毎年 月上旬までに日本年
津年金事務所
金機構から扶養親族等申告書が
☎０５９・２２８・９１２０
送付されますので、提出期限の
保険年金課 ☎ ・９６５９
月１日㈬までに必ず提出して
ＦＡＸ ・０１５１
ください。
各支所住民福祉課

JR 関西本線電化を進める会では、
関西本線沿線の良さを知っていただ
※重傷者が重なり、診ら
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れない場合があります。 くため、JR 月ヶ瀬口駅から島ヶ原駅
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また、非当番日は救急
までの歴史街道ウォークを行います。
名張 名張 岡波 名張 上野 名張
の受け入れを行いませ
山が燃えるような紅葉が美しく、
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んのでご注意ください。 自然を楽しめるコースです。語り部
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※二次救急（重症）の人
が歴史街道・文化財などを案内しま
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が対象となります。
す。昼食時には豚汁のサービスがあ
岡波 名張 名張 岡波 名張 上野 名張
※上野総合市民病院では、 るほか、温泉の割引券、伊賀の特産
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入院が必要な内科系救
品のプレゼントがあります。また、
名張 上野 名張 上野 名張 岡波 上野
急患者をほかの地域の
ウォーク終了後、JR 島ヶ原駅前で
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救急病院に搬送させて
特産品の販売があります。
岡波 名張 名張
いただきます。
【と き】
11 月 28 日㈰ ※小雨決行
実施時間帯
受付：午前 9 時 30 分～
救急医療機関を受診する際のお願い
集合：午前 10 時５分
＊できるだけ医療機関の通常の診療時間
午後 5 時～
出発：午前 10 時 20 分
平日
内に受診しましょう。
翌日午前 8 時 45 分
解散：午後３時 30 分頃
＊かかりつけ医院を持ちましょう。
【ところ】
＊休日や夜間に急病で受診するときは、
土
午前 8 時 45 分～
受付・集合：JR 月ヶ瀬口駅前
まずは一次救急（地域の診療所、伊賀
日
翌日午前 8 時 45 分
解散：JR 島ヶ原駅前
市応急診療所など）をご利用ください。
祝日
※公共交通機関でお越しください。
【コース】 約 12km
≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
JR 月ヶ瀬口駅前 ⇒ 和銅の道 ⇒
【所在地】 上野桑町 1615 番地 ☎ 22-9990
奥田 ⇒ 奥村 ⇒ 正月堂（昼食）⇒
【診療科目】 一般診療・小児科
三国越林道 ⇒ 中矢 ⇒ 西の坂 ⇒薬
【診療時間】 月～土曜日：午後８時～ 11 時
師堂 ⇒ JR 島ヶ原駅前
日曜日・祝日・年末年始：午前９時～正午、午後２時～５時、午後８時～ 11 時
※一部変更する場合があります。
※受付は、診療終了時間の 30 分前までにお願いします。
【持ち物】
弁当・水筒・敷物
※歩きやすい服装で参加してください。
12
【問い合わせ】
伊賀市島ヶ原観光協会
☎ 59-2501
11
JR 島ヶ原駅前観光案内所
☎ 59-3020
※事前申込は不要です。小学生以下
は保護者同伴でお願いします。
※中止の場合は、当日午前７時に決
定します。JR 島ヶ原駅前観光案
内所にご確認ください。

国民年金
のはなし
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有料広告を募集します
広告の募集を行っています。
掲載料は１枠（縦５㎝×横９㎝）
２万円です。
掲載を希望する号の２カ月前
からお申し込みいただけます。
広告に関するお問
い合わせは、秘書広
報課（☎ 22-9636）
までお願いします。

