
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

◆青山公民館　人権啓発パネル展
①「原爆と人間展」
②「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示Ⅰ」

【と　き】
①８月１日㈯～ 16日㈰
②８月４日㈫～９月３日㈭
【ところ】　青山公民館　１階ロビー

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「平和を求めて」
　「2019年度　中学生広島遣報告」
【と　き】
　８月３日㈪～ 28日㈮
【ところ】　本庁舎３階

◆島ヶ原会館　人権パネル展
　「非核平和」
【と　き】
　８月３日㈪～ 21日㈮
【ところ】　島ヶ原支所　ロビー
　（島ヶ原支所と共催）

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「原爆展」
【と　き】
　８月３日㈪～ 28日㈮
※開館延長日　11日㈫・18日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

◆いがまち人権パネル展
　「原爆と人間」
【と　き】
　８月４日㈫～ 20日㈭
※開館延長日　６日㈭
【ところ】
　いがまち人権センター　

◆生涯学習課　パネル展
　「人権「気づき」パネル　こんな
　ときどうしますか？」
　「新型コロナウイルスの ３つの顔
　を知ろう！ ～負のスパイラルを
　断ち切るために～」
【と　き】
　８月４日㈫～ 31日㈪
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階

【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

　点字の読み方から点訳の基礎知識
を習得（初級編）します。講習会終
了後、引き続き通信制による個別講
習（中級編）を実施します。
【と　き】　９月 10 日～ 11 月 12
日までの毎週木曜日
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】
　上野点字図書館
　（上野寺町 1184-2）
【対象者】
○点訳を初めて学ぶ 18歳～ 60歳
くらいまでの人
○受講後に点訳ボランティアとして
活動できる人
○Windows パソコンを所有し、
基本的な操作ができる人

【定　員】　先着 5人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　8月 17日㈪～ 28日㈮
【申込先・問い合わせ】
○上野点字図書館
　☎ 23-1141（日曜日・祝日を除
く午前 9時～午後 5時）
○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、実車や運転シミュレーター
などを活用した体験・実践型の交通
安全研修「パーク＆バスライドシニ
アラーニング」を開催します。研修
会場へは市が送迎します。
【と　き】　10月５日㈪
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【集　合】　市営城北駐車場　正午　
※昼食はお済ませください。
【対象者】　市内在住の 65歳以上で
車を運転する人
【定　員】　先着８人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　８月 11日㈫～９月 10日㈭
　午前８時 30分～午後５時 15分
　土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

【と　き】
　８月 19日㈬　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　２階相談室３
【定　員】　先着６人
【申込方法】　電話
【申込期限】　８月17日㈪　午後５時
※次回の開催は10月21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

人権啓発パネル展 点訳ボランティア
養成講習会受講者募集

パーク＆バスライド
シニアラーニング

法テラス法律相談会
【と　き】
　９月 15日㈫　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
○テーマ：思いを形にする交渉術
　職場や地域などで自分の思いを実
現するために必要な交渉の手法につ
いて、ワークショップを通して学び
ます。
【講　師】
　（一財）大阪府男女共同参画推進財団
　事業専門職　福嶋　由里子さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20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】　８月６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

女性のための
エンパワメント講座

　広報いが・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・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

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により
影響を受けたひとり親世帯に対して
給付します。
【内　容】
　令和２年６月分の児童扶養手当受
給世帯には１世帯につき５万円（第
2子以降、ひとりにつき3万円の加
算）を申請することなく給付します。
　また、収入が減少したひとり親世
帯等に対しても給付がありますので
お問い合わせください。
【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

ひとり親世帯
臨時特別給付金

【と　き】
　9月 8日㈫
　午後１時 30分～３時
【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
【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６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】
　８月 19日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】
　９月５日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
　（受付：午前９時 30分～）
【ところ】
　桃青の丘幼稚園
【内　容】
○幼稚園での 1日の生活について
○保護者体験談　など
※託児を希望する人は、８月 20日
㈭～ 31日㈪の間に電話で申し込
んでください。

【申込先・問い合わせ】
　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770　℻  26-5771

【対　象】　病気などのやむを得ない
理由により、義務教育諸学校への就
学を猶予または免除された人など
【と　き】　10月 22日㈭ 
　午前 10時～午後３時 40分
【ところ】 　三重県合同ビル
　（津市栄町一丁目 891）
【科　目】　国語・社会・数学・理科・
外国語（英語）
【願書受付期限】
　９月４日㈮
※消印有効
【問い合わせ】
　三重県教育委員会事務局
　高校教育課キャリア教育班
　☎ 059-224-2913
　℻  059-224-3023

桃青の丘幼稚園
入園説明会

中学校卒業程度認定試験

　児童扶養手当、特別児童扶養手当
を受給している人は、毎年現況届、
所得状況届の提出が必要です。
　８月上旬に届く通知を確認してく
ださい。
◆児童扶養手当現況届
　提出時に内容の確認などが必要に
なりますので、必ず受給者本人がこ
ども未来課または各支所住民福祉課
で手続きをしてください。
【提出期間】
　８月３日㈪～ 31日㈪
※土・日曜日、祝日を除く。
※提出がない場合は、11月分以降
の手当が受けられません。
◆特別児童扶養手当所得状況届
　こども未来課または各支所住民福
祉課で手続きをしてください。
【提出期間】
　８月 12日㈬～９月 11日㈮
※土・日曜日を除く。
※提出がない場合は、８月分以降の
手当が受けられません。

※いずれの届け出も、受給者の現在
の状況や前年の所得などについて
確認し、引き続き手当を受ける要
件があるかどうかを確認するため
のものです。
※子育て包括支援センター（ハイトピ
ア伊賀）では受け付けできません。

【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の
現況届の提出を忘れずに

　青山図書室は、移転準備のため蔵
書数を減らしています。除籍した本
や雑誌、寄贈いただいた本をお譲り
します。ぜひご活用ください。
　なお、事前予約や書名の案内はで
きません。
【と　き】　８月４日㈫～
※なくなり次第終了します。
【ところ】　青山公民館ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

本をお譲りします

【と　き】
　９月６日㈰
①午前９時 30分～ 10時 30分
②午前 11時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験・沐

もくよく
浴体験・妊婦相談・

育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【定　員】　各回先着 8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】
　８月 11日㈫～９月４日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

ウェルカムベビー教室
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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。

◆青山公民館　人権啓発パネル展
①「原爆と人間展」
②「全国中学生人権作文コンテスト
優秀作品パネル展示Ⅰ」

【と　き】
①８月１日㈯～ 16日㈰
②８月４日㈫～９月３日㈭
【ところ】　青山公民館　１階ロビー

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「平和を求めて」
　「2019年度　中学生広島派遣報告」
【と　き】
　８月３日㈪～ 28日㈮
【ところ】　本庁舎３階

◆島ヶ原会館　人権パネル展
　「非核平和」
【と　き】
　８月３日㈪～ 21日㈮
【ところ】　島ヶ原支所　ロビー
　（島ヶ原支所と共催）

◆寺田市民館　じんけんパネル展
　「原爆展」
【と　き】
　８月３日㈪～ 28日㈮
※開館延長日　11日㈫・18日㈫
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

◆いがまち人権パネル展
　「原爆と人間」
【と　き】
　８月４日㈫～ 20日㈭
※開館延長日　６日㈭
【ところ】
　いがまち人権センター　

◆生涯学習課　パネル展
　「人権「気づき」パネル　こんな
　ときどうしますか？」
　「新型コロナウイルスの ３つの顔
　を知ろう！ ～負のスパイラルを
　断ち切るために～」
【と　き】
　８月４日㈫～ 31日㈪
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階

【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684

　点字の読み方から点訳の基礎知識
を習得（初級編）します。講習会終
了後、引き続き通信制による個別講
習（中級編）を実施します。
【と　き】　９月 10 日～ 11 月 12
日までの毎週木曜日
　午前９時 30分～ 11時 30分
【ところ】
　上野点字図書館
　（上野寺町 1184-2）
【対象者】
○点訳を初めて学ぶ 18歳～ 60歳
くらいまでの人
○受講後に点訳ボランティアとして
活動できる人
○Windows パソコンを所有し、
基本的な操作ができる人

【定　員】　先着 5人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　8月 17日㈪～ 28日㈮
【申込先・問い合わせ】
○上野点字図書館
　☎ 23-1141（日曜日・祝日を除
く午前 9時～午後 5時）
○障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

　加齢による運動機能や身体の変化
に気付き、より安全な運転につなげ
るため、実車や運転シミュレーター
などを活用した体験・実践型の交通
安全研修「パーク＆バスライドシニ
アラーニング」を開催します。研修
会場へは市が送迎します。
【と　き】　10月５日㈪
　午後１時 30分～４時
【ところ】
　三重県交通安全研修センター
　（津市垂水 2566）
【集　合】　市営城北駐車場　正午　
※昼食はお済ませください。
【対象者】　市内在住の 65歳以上で
車を運転する人
【定　員】　先着８人
【申込方法】　住所・氏名・年齢・電
話番号を下記まで。
【申込期間】
　８月 11日㈫～９月 10日㈭
　午前８時 30分～午後５時 15分
　土・日曜日、祝日を除く。
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

【と　き】
　８月 19日㈬　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　２階相談室３
【定　員】　先着６人
【申込方法】　電話
【申込期限】　８月17日㈪　午後５時
※次回の開催は10月21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

人権啓発パネル展 点訳ボランティア
養成講習会受講者募集

パーク＆バスライド
シニアラーニング

法テラス法律相談会
【と　き】
　９月 15日㈫　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
○テーマ：思いを形にする交渉術
　職場や地域などで自分の思いを実
現するために必要な交渉の手法につ
いて、ワークショップを通して学び
ます。
【講　師】
　（一財）大阪府男女共同参画推進財団
　事業専門職　福嶋　由里子さん
【対象者】　市内在住・在勤の女性
【定　員】　先着 20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】　８月６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

女性のための
エンパワメント講座

　広報いが・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・ご提案
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

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により
影響を受けたひとり親世帯に対して
給付します。
【内　容】
　令和２年６月分の児童扶養手当受
給世帯には１世帯につき５万円（第
2子以降、ひとりにつき3万円の加
算）を申請することなく給付します。
　また、収入が減少したひとり親世
帯等に対しても給付がありますので
お問い合わせください。
【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

ひとり親世帯
臨時特別給付金

【と　き】
　9月 8日㈫
　午後１時 30分～３時
【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
【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６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】
　８月 19日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻  22-9666

離乳食教室

【と　き】
　９月５日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
　（受付：午前９時 30分～）
【ところ】
　桃青の丘幼稚園
【内　容】
○幼稚園での 1日の生活について
○保護者体験談　など
※託児を希望する人は、８月 20日
㈭～ 31日㈪の間に電話で申し込
んでください。

【申込先・問い合わせ】
　桃青の丘幼稚園
　☎ 26-5770　℻  26-5771

【対　象】　病気などのやむを得ない
理由により、義務教育諸学校への就
学を猶予または免除された人など
【と　き】　10月 22日㈭ 
　午前 10時～午後３時 40分
【ところ】 　三重県合同ビル
　（津市栄町一丁目 891）
【科　目】　国語・社会・数学・理科・
外国語（英語）
【願書受付期限】
　９月４日㈮
※消印有効
【問い合わせ】
　三重県教育委員会事務局
　高校教育課キャリア教育班
　☎ 059-224-2913
　℻  059-224-3023

桃青の丘幼稚園
入園説明会

中学校卒業程度認定試験

　児童扶養手当、特別児童扶養手当
を受給している人は、毎年現況届、
所得状況届の提出が必要です。
　８月上旬に届く通知を確認してく
ださい。
◆児童扶養手当現況届
　提出時に内容の確認などが必要に
なりますので、必ず受給者本人がこ
ども未来課または各支所住民福祉課
で手続きをしてください。
【提出期間】
　８月３日㈪～ 31日㈪
※土・日曜日、祝日を除く。
※提出がない場合は、11月分以降
の手当が受けられません。

◆特別児童扶養手当所得状況届
　こども未来課または各支所住民福
祉課で手続きをしてください。
【提出期間】
　８月 12日㈬～９月 11日㈮
※土・日曜日を除く。
※提出がない場合は、８月分以降の
手当が受けられません。

※いずれの届け出も、受給者の現在
の状況や前年の所得などについて
確認し、引き続き手当を受ける要
件があるかどうかを確認するため
のものです。

※子育て包括支援センター（ハイトピ
ア伊賀）では受け付けできません。

【問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の
現況届の提出を忘れずに

　青山図書室は、移転準備のため蔵
書数を減らしています。除籍した本
や雑誌、寄贈いただいた本をお譲り
します。ぜひご活用ください。
　なお、事前予約や書名の案内はで
きません。
【と　き】　８月４日㈫～
※なくなり次第終了します。
【ところ】　青山公民館ロビー
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　℻  52-1211

本をお譲りします

【と　き】
　９月６日㈰
①午前９時 30分～ 10時 30分
②午前 11時～正午
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
　妊婦体験・沐

もくよく
浴体験・妊婦相談・

育児相談など
【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）
【定　員】　各回先着 8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】
　８月 11日㈫～９月４日㈮
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

ウェルカムベビー教室
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