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【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　http://www.city.iga.lg.jp/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　芭蕉翁の紀行文のうち、伊賀
上野を通過した記述が入ってい
るのは、『野ざらし紀行』とあと
一つは？
①『鹿島紀行』　②『更科紀行』
③『笈の小文』　④『奥の細道』

（答えは６ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　　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　ＦＡＸ   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。

　まとめましょう

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

国保の高齢受給者証が新しくなります
◆高齢受給者証をお持ちの人へ

　高齢受給者証は、医療機関などで受診する場合に自
己負担額を証明するものです。現在お使いの高齢受給
者証の有効期限は、７月 31 日㈪です。
　国民健康保険の加入者で 70 歳から 74 歳までの人
には、８月１日㈫からご使用いただく高齢受給者証を

７月中旬に郵送します。
　受診する際は、国民健康保険被保険者証と新しい高
齢受給者証を窓口に提示してください。
※これから 70 歳になる人は、誕生月下旬（１日生ま
　れの人は誕生月前月の下旬）に郵送します。

【問い合わせ】保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151

所得区分 外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）
3回目まで 4回目以降

現役並み所得者 57,600 円
（7 月診療分までは 44,400 円） 80,100 円 +（医療費 -267,000 円）× 1％

44,400 円
一般

14,000 円
（7 月診療分までは 12,000 円）
年間上限額 144,000 円（新設）

57,600 円
（7 月診療分までは 44,400 円）

低所得Ⅱ 8,000 円 24,600 円 24,600 円
低所得Ⅰ 15,000 円 15,000 円

　制度改正に伴い、平成 29 年 8 月診療分から 70 歳以上の現役並み所得者・
一般の人の高額療養費の自己負担限度額（月額）が次のとおり変更されます。
※低所得Ⅰ・低所得Ⅱの人の自己負担限度額に変更はありません。
※所得区分について、詳しくは高齢受給者証と同封のしおりをご覧ください。

◆国保の高額療養費自己負担限度額の見直し

＊年 4 回以上高額療養費に該当した場合の 4 回目以降の自己負担限度額

人権擁護委員の委嘱お知
らせ
お知
らせ

【再　任】
　花井　宏彰さん（山畑）
【新　任】
　川合　文秀さん（下友田）
　福山　康宣さん（高尾）
　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。
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ   47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　ＦＡＸ   21-1891

《８月診療分からの自己負担限度額》

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※６月 20 日現在
○熊本地震災害　550,612 円
○東日本大震災　64,568,989 円
○新潟県糸魚川市大規模火災
　12,082 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて、被災された方
　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

　広報いが市・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・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください

＊



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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恒久平和を祈念し
黙とうをお願いします

お知
らせ
お知
らせ

　今から 72 年前の８月６日に広島
市へ、同月９日に長崎市へ原子爆弾
が投下されました。この日は人類に
とって決して忘れることのできない
日であり、毎年、両市で原爆死没者
の慰霊と恒久平和を願う式典が行わ
れます。
　また、８月 15 日は「戦没者を追
悼し、平和を祈念する日」であり、
政府主催の「全国戦没者追悼式」が
行われます。
　市でも恒久平和を願い、それぞれ
の原爆投下時刻と追悼式の日の正午
にサイレンを鳴らします。
　このサイレンを合図に、原爆や戦
争の犠牲となられた方々の冥福をお
祈りし、永久に平和が確立されるこ
とを願い、１分間の黙とうを捧げた
いと思います。
　市民の皆さんのご賛同をお願いし
ます。
【サイレンの吹鳴時刻】
　８月６日㈰　午前８時 15 分
　８月９日㈬　午前 11 時２分
　８月 15 日㈫　正午
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ 47-1288
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ 22-9673

農地パトロール強化期間お知
らせ
お知
らせ

　各地区の農業委
員・協力委員は常時
農地のパトロールを
行っていますが、遊
休農地の解消・優良
農地の確保・農地の

無断（違反）転用の防止に努めるた
め毎年１回集中的に巡回する強化期
間を設けています。
　耕作可能な立地条件でありながら
１年以上草刈管理がされていない農
地をお持ちの人は、次の期間までに
草刈りなどをして、適正に管理する
ようお願いします。
【強化期間】
　8 月 1 日㈫～ 9 月 30 日㈯
【問い合わせ】
　農業委員会事務局
　☎ 43-2312　ＦＡＸ 43-2313

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

　同じ病気の人の話を聞いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話ししましょう。
【と　き】　８月３日㈭
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階ミ
ーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
【問い合わせ】　三重県がん相談支援
センター　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

銀座商店街七夕笹飾り
「銀座川」

催し

　以前は、役目を終えた七夕の笹飾
りを河川に流す習慣がありました
が、現在は環境問題の要因となりま
す。そこで、銀座商店街七夕笹飾り
のコンクールの際に、川に見立てた

「銀座川」で笹流しを行います。
　ご家庭の笹飾りも、河川美化運動
の一環として、この機会に銀座川へ
流しに来てください。
【と　き】　８月６日㈰
　午後２時～５時 30 分
【問い合わせ】　伊賀上野銀座商店街
振興組合　☎ 24-2044　ＦＡＸ24-2065
【担当課】　商工労働課

認知症カフェ
「いが　オレンジカフェ」

催し

　認知症についてどなたでも集える
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】　８月８日㈫
　午前 10 時～正午
【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
（伊賀市久米町 872 番地の１）
【参加費】　100 円
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

【と　き】
　8 月 22 日㈫　午前 10 時～
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】　幼児から子ども向けの英
語を使って歌や踊りを楽しみます。
お絵かきクイズやネイルカラーを
使って英語に触れます。夏休みの思
い出にぜひご参加ください。
【対象者】　英語に興味がある人
【参加料】　子ども１人につき500円
（アメリカンパイ非会員）
【問い合わせ】　伊賀市国際交流協会
事務局（伊賀市多文化共生センター内）
　☎ 22-9629　
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

催し

シンポジウム
「伊賀の古代史と斎宮」

募集

　伊賀の古代史、伊賀国庁・斎宮跡
の発掘調査、壬申の乱など、テーマ
別に発表し、古代伊賀国と斎宮のつ
ながりを考えます。
【と　き】　８月 26 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
　（受付：午後１時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【定　員】　100 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期間】
　８月１日㈫～ 18 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290
【問い合わせ】　斎宮歴史博物館
　☎ 0596-52-7026　
　ＦＡＸ 0596-52-3724

　将来病院などで働こうと考えてい
る皆さん、医療の現場を体験してみ
ませんか。
　医師・看護師・薬剤師・放射線技
師・管理栄養士・臨床検査技師・臨
床工学技士・理学療法士などが仕事
の内容についてシミュレーター（体
験用の器材）などを使用して説明し、
疑似体験をしていただきます。
【と　き】　８月５日㈯
　午後０時 15 分～２時
【ところ】　上野総合市民病院　西館
１階会議室ほか
【内　容】　医師に仕事の話を聞く・
採血体験・細胞観察・腹部エコー機
器の使用体験・食品の塩分と砂糖の
量体験・調剤体験
【対象者】　小学生以上の人
【問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

オープンホスピタル催し


