
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

◆寺田市民館「じんけん」パネル展
　「知っていますか

　子どもの権利条約」
【と　き】　４月１日㈬～ 28日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
　14日㈫・21日㈫は午後７時 30
分まで延長します。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻   23-8728

　伊賀ブランド ｢IGAMONO｣ 認
定品や、NINJA フェスタ期間中な
らではの商品の販売や抽選会など、
伊賀の魅力満載の 1日です。
【と　き】　５月５日（火･祝）
　午前 10時～午後５時
※荒天中止
【ところ】
　ハイトピア伊賀　多目的広場
【申込先・問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】
①６月 20日㈯　②７月 12日㈰
　いずれも午前９時～
※いずれか１回受講。
【ところ】　メッセウイング・みえ
　２階大研修室（津市北河路町19-1）
【定　員】　各 120人　※先着順　
【申込期限】
①６月５日㈮　②６月 26日㈮
　申込方法・料金などはお問い合わ
せください。
【申込先】
　〒 514-0003　津市桜橋 1-104
　三重県林業会館内２階
　㈳三重県猟友会
　☎  059-228-0923
　℻  059-228-0988
【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（農林振興課）
　☎ 22-9714　℻  22-9715

【と　き】　５月５日（火･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
【対象者】
　３歳以上
小学生以下
の子どもと
その保護者
【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・来館の
いずれかで下記まで。
【申込開始】
　４月７日㈫　午前８時 30分～
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　幼児期の教育や保育、地域におけ
る子ども・子育て支援を計画的に行
うため、「第 2期伊賀市子ども・子
育て支援事業計画」を策定しました。
　計画は、市ホームページのほか、
こども未来課・各支所でご覧いただ
けます。
【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646

第２期伊賀市子ども・
子育て支援事業計画策定

あおやまキャラバン先生
と一緒に田植え体験

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　藤堂藩の記録によると、
享保 12 年（1727）の伊賀上野
の城下町の人口は、武士を除い
て（　　　）です。
① 2,179 人　② 7,096 人
③ 9,313 人　④ 11,195 人

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
①悠々セミナー（全９回）
　科学・医療・人権など、幅広い教
養を学びます。
　６月～令和３年３月のおおむね火
曜日　午後１時 30分～３時
②ダンスフィットネス教室（全４回）
　音楽にあわせて運動します。筋力
アップにも効果があります。
　６月 20日㈯、７月 11日㈯、８
月１日㈯、９月 12日㈯
　すべて午後２時～３時
講師：健康管理士一般指導員
　田畑　直美さん
【対象者】
① 20歳以上
②小学生以上
　（小学生は保護者と参加）
【定　員】　① 150人　② 40人
※定員を超える場合は、抽選により受
講者を決定し、結果を通知します。

【申込方法】　市ホームページまたは
電話・ファックス・持参のいずれか
で下記まで。申込用紙は、各地区公
民館または上野支所管内の公民館分
館にあります。
【申込期間】
　４月８日㈬～ 24日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館（ハイトピア伊賀５階）
　☎ 22-9637　℻  22-9692
※土・日曜日は生涯学習センター（☎ 
22-9801）

【と　き】
　４月 15日㈬　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　２階相談室３
【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期限】
　４月 14日㈫　午後５時
※次回の開催は６月 17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）
　☎ 050-3383-5470

上野公民館講座
参加者募集

初心者狩猟免許
取得講習会

法テラス法律相談会

IGAMONO
駅前マーケット

人権パネル展

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　重度の障がいのある人の社会参加
や通院のための交通費を助成します。
【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

【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 600円）
○原動機付自転車燃料券
　年間 3,600 円（１カ月 300円）
※いずれかを選択
※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。

【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、運転免許証と自動車検査
証）を持参してください。
【申請先・問い合わせ】
○障がい福祉課
　☎  22-9656　℻  22-9662
○各支所住民福祉課

　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 13
日㈪に発送しますので、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　℻  26-3950

　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 28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　℻   52-2281

　市ホームページの子育て特設サイ
トには出会い・結婚・妊娠・出産・
子育てのさまざまな情報が載ってい
ます。
【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

　
　経済的な理由で、学用品費や給食
費など学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
※希望する場合は申請が必要です。
※年度ごとに認定するため、前年度
から引き続き援助を希望する場合
も申請してください。

※生活保護受給者は、重複する内容
の援助は受けられません。

【対象者】　
　市内の公立小・中学校に在籍する
児童・生徒の保護者
※所得制限あり
【申請先】　在籍する小・中学校
【支給時期】
　年３回（７月・12月・３月）に
分けて支給
【問い合わせ】
○在籍する小・中学校
○学校教育課
　☎ 22-9648　℻  22-9667

【と　き】
①４月 21日㈫　②５月 12日㈫
　いずれも午後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】
①離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食

②離乳食前期（１～２回食）の話・
離乳食の調理と試食

【定　員】　各 20人　※先着順
【持ち物】
　母子健康手帳・
筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭
きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】　住所・参加する保護者
と子どもの氏名・生年月日・電話番
号・託児希望の有無を下記まで。
【申込受付開始日】
①４月８日㈬　②４月 22日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

重度障がい児（者）の
交通費助成

介護保険料の仮徴収額
通知書をご確認ください

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

離乳食教室

就学援助制度

子育て未来応援の術

インターネット公売
　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※せり売り・入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時
　４月９日㈭　午後４時
◆参加申込期限
　４月 28日㈫　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

【問い合わせ】　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日542
東京2020聖火リレー
４月９日㈭開催
伊賀上野城～銀座通り～伊賀市役所
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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。

◆寺田市民館「じんけん」パネル展
　「知っていますか

　子どもの権利条約」
【と　き】　４月１日㈬～ 28日㈫
　午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
　14日㈫・21日㈫は午後７時 30
分まで延長します。
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻   23-8728

　伊賀ブランド ｢IGAMONO｣ 認
定品や、NINJA フェスタ期間中な
らではの商品の販売や抽選会など、
伊賀の魅力満載の 1日です。
【と　き】　５月５日（火･祝）
　午前 10時～午後５時
※荒天中止
【ところ】
　ハイトピア伊賀　多目的広場
【申込先・問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9695

【と　き】
①６月 20日㈯　②７月 12日㈰
　いずれも午前９時～
※いずれか１回受講。
【ところ】　メッセウイング・みえ
　２階大研修室（津市北河路町19-1）
【定　員】　各 120人　※先着順　
【申込期限】
①６月５日㈮　②６月 26日㈮
　申込方法・料金などはお問い合わ
せください。
【申込先】
　〒 514-0003　津市桜橋 1-104
　三重県林業会館内２階
　㈳三重県猟友会
　☎  059-228-0923
　℻  059-228-0988
【問い合わせ】
　三重県猟友会伊賀支部（農林振興課）
　☎ 22-9714　℻  22-9715

【と　き】　５月５日（火･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
【対象者】
　３歳以上
小学生以下
の子どもと
その保護者
【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・来館の
いずれかで下記まで。
【申込開始】
　４月７日㈫　午前８時 30分～
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館
　☎ 52-1110　℻   52-1211

　幼児期の教育や保育、地域におけ
る子ども・子育て支援を計画的に行
うため、「第 2期伊賀市子ども・子
育て支援事業計画」を策定しました。
　計画は、市ホームページのほか、
こども未来課・各支所でご覧いただ
けます。
【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646

第２期伊賀市子ども・
子育て支援事業計画策定

あおやまキャラバン先生
と一緒に田植え体験

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　藤堂藩の記録によると、
享保 12 年（1727）の伊賀上野
の城下町の人口は、武士を除い
て（　　　）です。
① 2,179 人　② 7,096 人
③ 9,313 人　④ 11,195 人

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
①悠々セミナー（全９回）
　科学・医療・人権など、幅広い教
養を学びます。
　６月～令和３年３月のおおむね火
曜日　午後１時 30分～３時
②ダンスフィットネス教室（全４回）
　音楽にあわせて運動します。筋力
アップにも効果があります。
　６月 20日㈯、７月 11日㈯、８
月１日㈯、９月 12日㈯
　すべて午後２時～３時
講師：健康管理士一般指導員
　田畑　直美さん
【対象者】
① 20歳以上
②小学生以上
　（小学生は保護者と参加）
【定　員】　① 150人　② 40人
※定員を超える場合は、抽選により受
講者を決定し、結果を通知します。

【申込方法】　市ホームページまたは
電話・ファックス・持参のいずれか
で下記まで。申込用紙は、各地区公
民館または上野支所管内の公民館分
館にあります。
【申込期間】
　４月８日㈬～ 24日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館（ハイトピア伊賀５階）
　☎ 22-9637　℻  22-9692
※土・日曜日は生涯学習センター（☎ 
22-9801）

【と　き】
　４月 15日㈬　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　２階相談室３
【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期限】
　４月 14日㈫　午後５時
※次回の開催は６月 17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）
　☎ 050-3383-5470

上野公民館講座
参加者募集

初心者狩猟免許
取得講習会

法テラス法律相談会

IGAMONO
駅前マーケット

人権パネル展

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　重度の障がいのある人の社会参加
や通院のための交通費を助成します。
【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

【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 600円）
○原動機付自転車燃料券
　年間 3,600 円（１カ月 300円）
※いずれかを選択
※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。

【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、運転免許証と自動車検査
証）を持参してください。
【申請先・問い合わせ】
○障がい福祉課
　☎  22-9656　℻  22-9662
○各支所住民福祉課

　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 13
日㈪に発送しますので、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　℻  26-3950

　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 28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　℻   52-2281

　市ホームページの子育て特設サイ
トには出会い・結婚・妊娠・出産・
子育てのさまざまな情報が載ってい
ます。
【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

　
　経済的な理由で、学用品費や給食
費など学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
※希望する場合は申請が必要です。
※年度ごとに認定するため、前年度
から引き続き援助を希望する場合
も申請してください。

※生活保護受給者は、重複する内容
の援助は受けられません。

【対象者】　
　市内の公立小・中学校に在籍する
児童・生徒の保護者
※所得制限あり
【申請先】　在籍する小・中学校
【支給時期】
　年３回（７月・12月・３月）に
分けて支給
【問い合わせ】
○在籍する小・中学校
○学校教育課
　☎ 22-9648　℻  22-9667

【と　き】
①４月 21日㈫　②５月 12日㈫
　いずれも午後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】
①離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食

②離乳食前期（１～２回食）の話・
離乳食の調理と試食

【定　員】　各 20人　※先着順
【持ち物】
　母子健康手帳・
筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手拭
きタオル・託児に
必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】　住所・参加する保護者
と子どもの氏名・生年月日・電話番
号・託児希望の有無を下記まで。
【申込受付開始日】
①４月８日㈬　②４月 22日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

重度障がい児（者）の
交通費助成

介護保険料の仮徴収額
通知書をご確認ください

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

離乳食教室

就学援助制度

子育て未来応援の術

インターネット公売
　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※せり売り・入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時
　４月９日㈭　午後４時
◆参加申込期限
　４月 28日㈫　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

【問い合わせ】　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日542
東京2020聖火リレー
４月９日㈭開催
伊賀上野城～銀座通り～伊賀市役所
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