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小型家電を回収します催し

【と　き】　4 月 21 日㈰
　午前 10 時～午後 3 時 30 分
【ところ】　三重中央開発㈱第５回ふ
れあい感謝祭会場（予野 4713 番地）
【内　容】
　ご家庭の使用済み小型家電をリサ
イクルするため小型家電回収ブース
を設置します。当日小型家電を持参
いただいた人には、イベント会場
内で使える 100 円券と交換します。

（１人１枚まで）
【回収できるもの】
　携帯電話・パソコン（本体）・ノー
トパソコン・ゲーム機・デジタルカ
メラ・電子辞書など、回収ボックス
の投入口（幅 40cm、高さ 20cm）
に入る大きさの小型家電
【対象者】　市民
【問い合わせ】
　さくらリサイクルセンター
　☎ 20-9272　ＦＡＸ 20-2575

伊賀市・名張市
合同就職セミナー

【と　き】　4 月 22 日㈪
　午後１時～４時
【ところ】
　ゆめドームうえの　第一競技場
　（ゆめが丘一丁目１番地の３）
【内　容】
　地元就職を促進するため、U・J・
I ターンを含む就職セミナーを開催
します。
　市内や周辺企業など約 80 社が参
加します。
【対象者】　2020 年春卒業予定の大
学生・短大生・専門学生、未就職者、
転職希望者
※保護者も参加でき、直接企業担当

者と面談できます。
【問い合わせ】
○商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9695
○上野商工会議所
　☎ 21-0527

催し

離乳食教室催し

【と　き】　4 月 12 日㈮
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　離乳食初期～完了期の話・実演見
学・栄養相談
※子どもと一緒に参加できます。
【持ち物】
　母子健康手帳・筆記用具など
【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

重度障がい児（者）の
交通費を助成します

お知
らせ
お知
らせ

伊賀鉄道も助成対象になりました
　重度の障がいのある人が社会参加
や医療機関への通院などをするため
の交通費を助成します。タクシー等
乗車券・自動車燃料券・原動機付自
転車燃料券・伊賀鉄道乗車券のいず
れかを選択してください。
【対象者】
　次のいずれかの手帳をお持ちの人
○身体障害者手帳１級・２級
○療育手帳Ａ１・Ａ２
○精神障害者保健福祉手帳１級
※伊賀市障がい児（者）訓練施設等

通所費助成を受給する人は対象外
です。

【助成額】
○タクシー等乗車券・自動車燃料券・

伊賀鉄道乗車券　年間 7,200 円
（1 カ月あたり 600 円）

※伊賀鉄道乗車券は普通乗車券のみ
有効

○原動機付自転車燃料券
　 年 間 3,600 円（ １ カ 月 あ た り

300 円）
※年度の途中に手帳が新たに交付さ

れた場合は、交付月以降分を助成
します。

【申請方法】　障害者手帳・印鑑（自
動車燃料券・原動機付自転車燃料券
の場合は運転免許証と車検証または
車両番号の分かるもの）を持参の上、
申請してください。
【申請先・問い合わせ】
○障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
○各支所住民福祉課

便利なポケットサイズの
時刻表をご利用ください

お知
らせ
お知
らせ

　今春のダイヤ改正にあわせて、市
内の鉄道路線をより便利にご利用い
ただくため、各路線の連絡時刻が分
かるポケットサイズの時刻表を作成
しました。
　JR 関西本線・伊賀鉄道忍者線（伊
賀線）・近鉄大阪線の乗り継ぎを分
かりやすく掲載しています。巻末に
は、上野コミュニティバス「しらさ
ぎ」の時刻表も載っていますので、
ぜひご活用ください。
【配布開始日】　４月初旬
【配布場所】　本庁舎総合受付、各支
所、各地区市民センター、伊賀鉄道
忍者市（上野市）駅など
【問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9694

※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。

介護保険料の仮徴収額
通知書をご確認ください

お知
らせ
お知
らせ

　65 歳以上の人を対象に、4 月か
ら 8 月分の介護保険料仮徴収額を
算定しました。
　その通知書を 4 月 12 日㈮に発送
しますので、確認の上、納期限まで
に納入してください。口座振替の場
合は指定の口座から納期限日に振り
替えます。
　特別徴収を継続する人には、今回
の仮徴収額通知書を発送しませんが、
徴収額に変更がある人には、介護保
険料額変更通知書を発送します。
　なお、年間保険料額は平成 31 年度
の市民税の課税状況などをもとに７
月に確定し、改めてお知らせします。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市３月１日号 11 ページ
に掲載した「上野コミュニティバス

『しらさぎ』バスロ
ケーションシステム
導入」の記事の２次
元コードに誤りがあ
りました。お詫びし
て訂正します。
【問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9694

▲２次元コード　



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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募集 日本語ボランティア
養成講座

【と　き】　4 月 13 日㈯
　午後 4 時 30 分～ 6 時
【ところ】　上野ふれあいプラザ　
　３階中会議室
【内　容】　日本語で外国人住民と交
流してみませんか。日本語ボラン
ティアの基礎とやさしい日本語で話
す重要性を学びます。
　講師：船見　和秀さん
【対象者】
○日本語ボランティアを始めたい人
○学習支援活動に興味のある人
【持ち物】　筆記用具
【定　員】　30 人程度
【申込方法】　氏名・電話番号・参加
人数を電話・ファックス・Ｅメール・
来所のいずれかでお伝えください。
【申込先・問い合わせ】
　上野東町 2955 番地
　伊賀市多文化共生センター内
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629　ＦＡＸ   22-9631
　　 mie-iifa@ict.jp
【担当課】　市民生活課

募集 赤十字講習会
　日本赤十字社三重県支部では、災
害や不慮の事故、急病時の応急手当
などに役立てるため、次の講習会を
実施します。ぜひご参加ください。
◆救急法基礎講習・救急法救急員養
成講習（A-6）　※ 3 日連続

【と　き】　8 月 5 日㈪～ 7 日㈬
　いずれの日も午前９時～午後５時
【ところ】　伊賀白鳳高等学校
　（緑ケ丘西町 2270 番地の 1）
【料　金】　3,200 円
【申込方法】
○インターネットの場合
　日本赤十字社三重県支部のホーム
ページから申し込んでください。
https://www.mie.jrc.or.jp
○往復はがきの場合
　コース番号「A-6」、氏名（ふりが
な）、住所、電話番号、性別、生年
月日を記入の上、郵送してください。
【申込期限】
　7 月 26 日㈮ ※先着順
【申込先・問い合わせ】
　〒 514-0004
　津市栄町一丁目 891 番地
　日本赤十字社
　三重県支部事業推進課
　☎ 059-227-4145
　ＦＡＸ   059-227-6245
【担当課】　医療福祉政策課

募集 法テラス三重
巡回無料法律相談会

　離婚・相続・借金などのトラブル
や法的な手続きにお困りで、収入状
況など一定の要件に当てはまる人を
対象に、弁護士による無料法律相談
会を開催します。
【と　き】　4 月 17 日㈬
　午後１時～４時
【ところ】　上野ふれあいプラザ
　３階ボランティア活動室
【定　員】　6 人　※先着順
【申込期限】
　4 月 16 日㈫　午後 5 時
※次回の開催は、6 月 19 日㈬です。
【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター
　三重地方事務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470
【担当課】　市民生活課

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　4 月 23 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　ＦＡＸ  52-2281

募集 大山田給食センター・阿山給食
センター　臨時給食調理員募集

【募集人数】　各センター　１人
【勤務時間】
　午前 8 時 30 分～午後 3 時 15 分
　※学校給食実施日
【勤務内容】
　学校給食の調理・食器などの洗浄
【勤務場所】　大山田給食センターま
たは阿山給食センター
【賃　金】
○調理師免許有：時給 1,000 円
○調理師免許無：時給 950 円
【応募方法】
　まずはお電話ください。
　※随時受け付けています。
【選考方法】　面接
【応募先・問い合わせ】
○大山田給食センター
　☎ 47-0146　ＦＡＸ   47-0147
○阿山給食センター
　☎ 43-1010　ＦＡＸ   43-1014

募集 あおやまキャラバン先生と
一緒に田植え体験

【と　き】　5 月 5 日（日・祝）
　午前 9 時 30 分～
【ところ】　高尾地内
【内　容】　どろんこ競争・手植え体
験・おにぎりの振る舞い
　講師：あおやまキャラバン先生
【対象者】　3 歳以上小学生以下の子
どもと保護者
【料　金】　500 円
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を電話・ファックス・持参の
いずれかでお伝えください。
【申込開始日】
　4 月 9 日㈫　午前 8 時 30 分～
【申込先・問い合わせ】
　阿保 1411 番地
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ   52-1211

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
　4 月 1 日㈪～ 25 日㈭
　午前 8 時 30 分～午後 5 時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【内　容】
　「世界人権宣言」
【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／ＦＡＸ  23-8728


