
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　地域防災の担い手となる女性防災
リーダーを育成するために開講し
ます。
【とき・内容】
○第１回：８月７日㈮
　「過去の大規模災害の事例から学
　ぼう」
　講師：フレンテみえ職員
○第２回：10月９日㈮
　「男女共同参画の視点で防災・減
　災を考える」
　講師：（一社）GEN・J代表理事
　田端　八重子さん
○第３回：12月４日㈮
　「グループワーク」
　講師：フレンテみえ職員
○第４回：令和３年２月５日㈮
　「ＨＵＧゲームにチャレンジ」
　講師：総合危機管理課職員
※すべて午後７時～
【ところ】
　ハイトピア伊賀
　4階ミーティングルーム 
【対象者】
　市内在住の女性
【定　員】
　先着 15人程度
【申込方法】
　住所・氏名・生年月日・電話番号・
メールアドレスを記入の上、下記まで。
【申込期限】
　８月５日㈬
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター
　☎ 22-9632　℻  22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

地域を守る女性防災リーダー
養成連続講座

　日本語での学習支援やボランティ
アの心得などを学ぶ講座を開催しま
す。講座受講後「伊賀日本語の会」
の日本語教室の見学もできます。
【と　き】　６月 20日㈯
　午後４時 30 分～６時 30 分
【ところ】
　総合福祉会館　２階活動室２
【講　師】
　伊賀日本語の会
　テクニカルアドバイザー
　船見　和秀さん
【対象者】　日本語で外国人住民と交
流したり、支援したい人。地域の日
本語教室で活動したい人または活動
に興味がある人。
【定　員】　20 人程度
【申込方法】
　電話・ファックス・来庁
【申込期限】　６月 17 日㈬
【申込先・問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　℻  22-9641
　 shimin@city.iga.lg.jp

　排水設備工事を施工するために
は、（公財）三重県下水道公社が発行す
る下水道排水設備工事責任技術者証
を持ち、市から指定工事店としての
指定を受ける必要があります。
【と　き】
　11月 27日㈮　午後１時～
【ところ】　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田 1234）
【料　金】　8,000 円
【申込期間】
　８月 11日㈫～９月 10日㈭
※当日消印有効
【提出先・問い合わせ】
　（公財）三重県下水道公社総務課
　☎ 0598-53-2331
　℻  0598-53-4867

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　藤堂高虎は上野城に五層
の天守閣を建てようとしました
が、なぜ倒壊したの？
①春の嵐で倒壊
②秋の台風で倒壊
③地震で倒壊
④大雪で倒壊

（答えは 29ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

日本語ボランティア入門
講座

下水道排水設備工事
責任技術者試験

【とき・内容】
○第１回：８月 28日㈮
　「部落差別解消推進法と人権教育
　の課題～部落差別をどう語り、伝
　えるのか～」
　講師：（一社）ひょうご部落解放・人
　権研究所　所長　石元　清英さん
○第２回：９月 25日㈮
　「差別をなくす社会システム」
　講師：近畿大学人権問題研究所　
　主任教授　北口　末広さん
○第３回：10月 30日㈮
　「スマホ時代の子どもたちに大人
　ができること」
　講師：NPO法人奈良地域の学び
　推進機構　理事　石川　千明さん
○第４回：11月 24日㈫
　「部落差別解消推進法を学ぶ」
　講師：近畿大学人権問題研究所　
　特任教授　奥田　均さん
○第５回：12月 18日㈮
　「心の窓を少し開くことから～好感・
　共感・親近感が人権力を育む～」
　講師：関西外国語大学
　教授　明石　一朗さん
【ところ】　本庁舎　５階会議室 501
【内　容】　すべて受講した人に修了
証をお渡しします。
※やむをえず欠席した場合は、1回
に限り、主催者指定の人権講演会
などを受講することで修了とみな
します。

【定　員】　42人
※過去に修了した人は受講できません。
【申込方法】　住所・氏名・連絡先を
下記まで。受講者には８月上旬に案
内を郵送します。
【申込期限】　７月 17日㈮
【申込先・問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

「部落解放・人権大学講座」
受講生募集

　　

※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/

広報いがPDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp ２次元コード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　新型コロナウイルス感染症の影響
による臨時休校に伴う学習支援のた
めに、市内の小中学生に図書カード
（3,000 円分）を配付します。
【対象者】
　市立小中学校に在籍している、ま
たは市内に住民票がある小中学生
【申請方法】
○市立小中学校に在籍する小中学生
　各学校を通じて配付しますので、
申請は不要です。

○私立学校等に在籍する小中学生
　小・中学生本人の保険証と印鑑を
持参の上、申請してください。

【申請期間】　７月 31日㈮
※期限までに申請できなかった場合
は、お問い合わせください。

【申請先・問い合わせ】　学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667

　子育てに関する悩みや障がいのあ
る子どもの就学について、相談をお
受けします。
【と　き】
　７月 21日㈫・22日㈬・27日㈪・
28日㈫・29日㈬・30日㈭
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　２階会議室
【申込方法】　子どもが通っている幼
稚園・保育所（園）・小学校へお問
い合わせください。
【申込期間】
　６月１日㈪～ 18日㈭
【申込先・問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667

　児童手当を受給している人は「児
童手当現況届」の提出が必要です。
現況届は、６月１日現在の状況を記
入し、児童手当を引き続き受給する
かどうかを確認するためのものです。
　提出がない場合、６月分以降の手
当が受給できなくなりますので、６
月上旬に市から届く現況届を期限ま
でに必ず提出してください。
　また、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けている子育て世帯を支
援するための「子育て世帯への臨時
特別給付金」に関するお知らせを同
封しますのでご確認ください。
【対象者】
　児童手当を受給している人
【提出期限】　６月 30日㈫
【提出先・問い合わせ】
○こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646
○各支所住民福祉課

【と　き】　７月 14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】
　離乳食前期（1～ 2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】　６月 17日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　国民健康保険医療費のお知らせ
は、皆さんに健康の大切さを認識し
てもらうために行っているもので
す。医療費控除の申告手続きで、「医
療費控除の明細書」として使用でき
るようになり、令和２年度から年２
回の発行に変わります。
【発行時期】
○１月～ 11月診療分 ･･･ 翌年２月
上旬

○ 12月診療分 ･･･ 翌年３月上旬
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　℻  26-0151

国民健康保険医療費通知
の発行時期が変わります

【問い合わせ】　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日481
ボランティア募集中！

児童手当現況届を
提出してください

離乳食教室

就学相談

小中学生への図書カード
の配付

「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

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口
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【とき・内容】
○第１回：８月７日㈮
　「過去の大規模災害の事例から学
　ぼう」
　講師：フレンテみえ職員
○第２回：10月９日㈮
　「男女共同参画の視点で防災・減
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【と　き】　６月 20日㈯
　午後４時 30 分～６時 30 分
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　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　離乳食前期（1～ 2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】　６月 17日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

　国民健康保険医療費のお知らせ
は、皆さんに健康の大切さを認識し
てもらうために行っているもので
す。医療費控除の申告手続きで、「医
療費控除の明細書」として使用でき
るようになり、令和２年度から年２
回の発行に変わります。
【発行時期】
○１月～ 11月診療分 ･･･ 翌年２月
上旬

○ 12月診療分 ･･･ 翌年３月上旬
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　℻  26-0151

国民健康保険医療費通知
の発行時期が変わります

【問い合わせ】　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日481
ボランティア募集中！

児童手当現況届を
提出してください

離乳食教室

就学相談

小中学生への図書カード
の配付

「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

「ヘルプマーク」を
知っていますか？
援助や配慮を必要と
する人が伝えやすく、
支援ができる人が気
づきやすくなる「お

もいやりの絆」をつなげるマー
クです。
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻ 22-9662　
　　shougai@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  24-0444
　　 kikikanri@city.iga.lg.jp

※携帯電話のバーコード
　リーダー機能で読み込
　んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

「あんしん・防災ねっと」

【問い合わせ】　こども未来課
　☎22-9654　℻  22-9646

子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。

子育て何でも問い合わせ窓口
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