
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　市では、同和問題の解消に向けて、
教育格差を是正し、部落解放を担う
人材を育成するため、奨学金を支給
します。
【対象者】　次のすべてに該当する人
○修学のため住所異動した場合を除
き、本人・保護者とも市内に住所
があり、選考委員会で同和地区関
係者と認定される人
○高等学校・専門学校・大学などに
在学する人
○申請者と生計を同一とする父母ま
たは保護者の市民税所得割額の合
計が、高等学校などに在学する申
請者では年間で 85,000 円以下、
大学などに在学する申請者では年
間で 166,000 円以下の人

【支給額】
○高等学校やそれに該当する高等専
修学校など　96,000 円／年
○大学・短期大学・専門学校など
　国公立：120,000 円／年
　私　立：144,000 円／年
【申込期間】
　６月 15日㈪～ 30日㈫
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。

【申込先・問い合わせ】
○教育総務課
　☎ 22-9644　℻  22-9647
○八幡町市民館　☎ 23-3157
○下郡市民館　☎ 37-0558
○寺田市民館　☎ 23-8728
○いがまち人権センター
　☎ 45-4482
○ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160
○青山文化センター　☎ 55-2411

【と　き】　６月 16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】
　離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食
【持ち物】
　母子手帳・筆記用具・エプロン・
三角巾・手ふきタオル・託児に必要
なおもちゃやおむつなど
【定　員】
　先着 20人
【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。
【申込開始日】　５月 13日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

【と　き】　初回：６月９日㈫
　午前 10時～ 11時
※以降、毎月第２火曜日（全 10回）
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】
　歌や踊り、工作を通して、簡単な
英語を身につけます。世界のイベン
トに応じた遊びなど、親子で一緒に
楽しむ内容です。
【講　師】
　井上　久美子さん、服部　里恵さん
【対象者】
　保育所（園）に通所していない幼
児と保護者
【料　金】
　子ども１人 3,000 円／年（材料
費・保険など）
【申込方法】　住所・氏名（子ども、
保護者）・子どもの性別・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　５月７日㈭～６月４日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629
　 mie-iifa@ict.jp

離乳食教室

親子英語サークル
アメリカンパイ参加者募集

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　岩根の磨崖仏は、（　　　）
地区にあります。
①神戸　②依那古
③中瀬　④花之木

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　「中学生のメッセージ」は、中学
生が日頃感じていることや考えてい
ることを主張することで、自分の生
き方や社会との関わりを考えるとと
もに、青少年への理解と関心を深め
るために開催されています。
　今年度は、伊賀市で「第 42回少
年の主張三重県大会　中学生のメッ
セージ 2020」が開催されます。中
学生の皆さんの応募をお待ちしてい
ます。
【応募対象者】
　県内の中学生およびそれに相応す
る学籍または年齢の人
※国籍は問いませんが、日本語で発
表できること。

※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。

【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【と　き】　６月６日㈯
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験・沐浴体験・妊婦相談・
育児相談など
【対象者】　妊婦とその家族
【定　員】　先着 15組
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・出産予定
日・同伴者の有無を下記まで。
【申込期間】
　５月 22日㈮～６月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

中学生のメッセージ2020
作文募集

ウェルカムベビー教室

同和奨学金の奨学生募集

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　
【と　き】
　６月 28日㈰
　午前 10時～ 11時 30分
　（受付９時 30分～）
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【内　容】　忍にん体操（通常・介護
バージョン）の講習
※忍にん体操 CD・DVDの販売も
あります。

【講　師】　忍にん体操普及会　会長
　吉本　俊美さん
【定　員】
　先着 50人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】
　５月７日㈭
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666
　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　５月 26日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　名張市役所　会議室 403
　（名張市鴻之台 1番町 1番地）
【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

　
　５月 31 日は、WHO（世界保健
機関）が定めた世界禁煙デーです。
厚生労働省では、５月 31日～６月
６日を「禁煙週間」としています。
また、改正された健康増進法が４月
１日より全面施行され、多くの施設
で屋内が原則禁煙になるなど、禁煙
に関する取り
組みはマナー
からルールへ
と変わってい
ます。
　市では、禁
煙週間に合わ
せて禁煙に関
するパネル展を行います。
【と　き】
　５月 29日㈮～６月５日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日は除く。
【ところ】
　本庁舎　１階ロビー
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　骨髄移植手術などにより、接種済
みの定期予防接種の免疫が失われた
人を対象に、再接種費用を助成しま
す。助成を希望される人は、必要書
類をお渡ししますので、再接種を受
けるまでに必ずご連絡ください。
【対象者】　次のすべてに該当する人
○骨髄移植手術などの医療行為によ
り免疫が低下または失われ、再接
種が必要と医師が認める人
○再接種を受ける日に伊賀市に住所
を有する人
○令和２年４月１日以降の再接種で
あること
○再接種を受ける日に 20歳未満の
人。ただし、次の予防接種はそれぞ
れに定める年齢に達するまでの人
　•結核…………………………４歳
　•小児肺炎球菌………………６歳
　•ヒブ………………………10歳
•ジフテリア、百日せき、ポリオ、
破傷風……………………15歳

【対象ワクチン】
　次のすべてに該当する予防接種
○予防接種法に定める定期予防接種
○骨髄移植などの治療前に接種した
ワクチンの免疫が低下または失わ
れ、再接種が必要と医師が認める
予防接種

【申込期間】　対象予防接種を受けた
日の属する次年度の４月末日まで
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎  22-9653　℻  22-9666
　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

禁煙週間パネル展予防接種の再接種費用を
助成します

忍にん体操講習会
参加者募集

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

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
　５月25日㈪　午後４時
◆参加申込期限
　６月 10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512
ボランティア募集中！

　市政情報をお伝えしています。
　ケーブルテレビ17チャンネル
（青山は204チャンネル）・地上
デジタル放送121チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

2020.5 28



※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　市では、同和問題の解消に向けて、
教育格差を是正し、部落解放を担う
人材を育成するため、奨学金を支給
します。
【対象者】　次のすべてに該当する人
○修学のため住所異動した場合を除
き、本人・保護者とも市内に住所
があり、選考委員会で同和地区関
係者と認定される人
○高等学校・専門学校・大学などに
在学する人
○申請者と生計を同一とする父母ま
たは保護者の市民税所得割額の合
計が、高等学校などに在学する申
請者では年間で 85,000 円以下、
大学などに在学する申請者では年
間で 166,000 円以下の人

【支給額】
○高等学校やそれに該当する高等専
修学校など　96,000 円／年
○大学・短期大学・専門学校など
　国公立：120,000 円／年
　私　立：144,000 円／年
【申込期間】
　６月 15日㈪～ 30日㈫
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。

【申込先・問い合わせ】
○教育総務課
　☎ 22-9644　℻  22-9647
○八幡町市民館　☎ 23-3157
○下郡市民館　☎ 37-0558
○寺田市民館　☎ 23-8728
○いがまち人権センター
　☎ 45-4482
○ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160
○青山文化センター　☎ 55-2411

【と　き】　６月 16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】
　離乳食後期（３回食）の話・離乳
食の調理と試食
【持ち物】
　母子手帳・筆記用具・エプロン・
三角巾・手ふきタオル・託児に必要
なおもちゃやおむつなど
【定　員】
　先着 20人
【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。
【申込開始日】　５月 13日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

【と　き】　初回：６月９日㈫
　午前 10時～ 11時
※以降、毎月第２火曜日（全 10回）
【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】
　歌や踊り、工作を通して、簡単な
英語を身につけます。世界のイベン
トに応じた遊びなど、親子で一緒に
楽しむ内容です。
【講　師】
　井上　久美子さん、服部　里恵さん
【対象者】
　保育所（園）に通所していない幼
児と保護者
【料　金】
　子ども１人 3,000 円／年（材料
費・保険など）
【申込方法】　住所・氏名（子ども、
保護者）・子どもの性別・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　５月７日㈭～６月４日㈭
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629
　 mie-iifa@ict.jp

離乳食教室

親子英語サークル
アメリカンパイ参加者募集

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　岩根の磨崖仏は、（　　　）
地区にあります。
①神戸　②依那古
③中瀬　④花之木

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　「中学生のメッセージ」は、中学
生が日頃感じていることや考えてい
ることを主張することで、自分の生
き方や社会との関わりを考えるとと
もに、青少年への理解と関心を深め
るために開催されています。
　今年度は、伊賀市で「第 42回少
年の主張三重県大会　中学生のメッ
セージ 2020」が開催されます。中
学生の皆さんの応募をお待ちしてい
ます。
【応募対象者】
　県内の中学生およびそれに相応す
る学籍または年齢の人
※国籍は問いませんが、日本語で発
表できること。
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。

【問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【と　き】　６月６日㈯
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験・沐浴体験・妊婦相談・
育児相談など
【対象者】　妊婦とその家族
【定　員】　先着 15組
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・出産予定
日・同伴者の有無を下記まで。
【申込期間】
　５月 22日㈮～６月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

中学生のメッセージ2020
作文募集

ウェルカムベビー教室

同和奨学金の奨学生募集

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　
【と　き】
　６月 28日㈰
　午前 10時～ 11時 30分
　（受付９時 30分～）
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
　２階大会議室
【内　容】　忍にん体操（通常・介護
バージョン）の講習
※忍にん体操 CD・DVDの販売も
あります。

【講　師】　忍にん体操普及会　会長
　吉本　俊美さん
【定　員】
　先着 50人
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号を下記まで。
【申込受付開始日】
　５月７日㈭
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666
　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　５月 26日㈫
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　名張市役所　会議室 403
　（名張市鴻之台 1番町 1番地）
【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

　
　５月 31 日は、WHO（世界保健
機関）が定めた世界禁煙デーです。
厚生労働省では、５月 31日～６月
６日を「禁煙週間」としています。
また、改正された健康増進法が４月
１日より全面施行され、多くの施設
で屋内が原則禁煙になるなど、禁煙
に関する取り
組みはマナー
からルールへ
と変わってい
ます。
　市では、禁
煙週間に合わ
せて禁煙に関
するパネル展を行います。
【と　き】
　５月 29日㈮～６月５日㈮
　午前８時 30分～午後５時 15分
※土・日曜日は除く。
【ところ】
　本庁舎　１階ロビー
【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　骨髄移植手術などにより、接種済
みの定期予防接種の免疫が失われた
人を対象に、再接種費用を助成しま
す。助成を希望される人は、必要書
類をお渡ししますので、再接種を受
けるまでに必ずご連絡ください。
【対象者】　次のすべてに該当する人
○骨髄移植手術などの医療行為によ
り免疫が低下または失われ、再接
種が必要と医師が認める人

○再接種を受ける日に伊賀市に住所
を有する人

○令和２年４月１日以降の再接種で
あること

○再接種を受ける日に 20歳未満の
人。ただし、次の予防接種はそれぞ
れに定める年齢に達するまでの人

　•結核…………………………４歳
　•小児肺炎球菌………………６歳
　•ヒブ………………………10歳
•ジフテリア、百日せき、ポリオ、
破傷風……………………15歳

【対象ワクチン】
　次のすべてに該当する予防接種
○予防接種法に定める定期予防接種
○骨髄移植などの治療前に接種した
ワクチンの免疫が低下または失わ
れ、再接種が必要と医師が認める
予防接種

【申込期間】　対象予防接種を受けた
日の属する次年度の４月末日まで
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎  22-9653　℻  22-9666
　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

禁煙週間パネル展予防接種の再接種費用を
助成します

忍にん体操講習会
参加者募集

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

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
　５月25日㈪　午後４時
◆参加申込期限
　６月 10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512
ボランティア募集中！

　市政情報をお伝えしています。
　ケーブルテレビ17チャンネル
（青山は204チャンネル）・地上
デジタル放送121チャンネルで
放送中です。
　番組表は、各支所（上野支所を
除く。）・各子育て支援センターで
配布しているほか、
右の２次元コード
からもご確認いた
だけます。

行政だより
「ウィークリー伊賀市」

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp
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