
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　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。
【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】　６月 11日㈮～ 30日㈬
　午前９時～午後５時 30分
※土・日曜日を除く。
【ところ】　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】
○学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667　
○伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、相談を
お受けします。
【と　き】
　７月 16日㈮、21日㈬、26日㈪、
27日㈫、28日㈬、29日㈭
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階会議室
【申込方法】
　子どもが幼稚園・保育所（園）・
小学校に通っている場合は、それぞ
れの園（所）・学校を通じて申し込
んでください。
【申込期間】
　６月１日㈫～ 17日㈭
【申込先・問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667

児童手当現況届の提出を
忘れずに

教科用図書展示

就学相談

【とき・内容】
○第１回：６月 15日㈫
　《１部》 
　午後１時 30分～２時 15分　
　「上野公園観光施設案内」
　講師：いがうえの語り部の会
　《２部》　午後２時 15分～３時
　「オンライン講座の体験」
　講師：伊賀上野ケーブルテレビ職員
○第２回：７月 27日㈫
　午後１時 30分～３時
　「人工知能の現状と近い将来」
　講師：三重短期大学生活科学科
　准教授　笠　浩一朗さん　
○第３回：９月 28日㈫
　午後１時 30分～３時
　「里山の生物多様性を考える」
　講師：名城大学農学部生物資源学科
　教授　山岸　健三さん　
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【対象者】
　市内在住・在勤の 18歳以上の人
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【とき・内容】
○第１回：８月 27日㈮
「部落差別解消推進法と人権教育
の課題～部落問題をどう語り、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 17日㈮
「差別をなくす社会システムを創
造するために」
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 15日㈮
「児童生徒の SNS利用から考察す
る動向変容への知見」
講師：（公財）反差別・人権研究所
みえ　調査・研究員　
中村　尚生さん

○第４回：11月 16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　
名誉教授　奥田　均さん

○第５回：12月 17日㈮
「心の窓を少し開くことから」
講師：関西外国語大学　教授
明石　一朗さん

※すべて午後７時から（90分程度）
【ところ】
　本庁舎　５階会議室 501
※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。

【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　40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 16日㈮
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

悠々セミナー部落解放・人権大学講座

【とき・ところ】
①７月３日㈯　三重県四日市庁舎　
②７月 22日（木・祝）　三重県吉田山会館
③８月９日㈪　三重県吉田山会館
④８月 29日㈰　三重県四日市庁舎
※いずれも午前９時30 分～午後５時
【申込期限】
①６月 23日㈬　②７月 12日㈪
③７月 30日㈮　④８月 19日㈭
【受験手数料】　※１つの免許につき
○初心者：5,200 円
○免許取得者：3,900 円
【試験科目】
　知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】
　狩猟免許申請書・受験票・写真・
医師の診断書等・住民票抄本
※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】
　三重県伊賀農林事務所
　森林・林業室　林業振興課
　☎ 24-8142　℻  24-8112

狩猟免許試験

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　同じ病気の人の話を聴いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話しましょう。
【と　き】　７月１日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　℻  059-202-5911

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　ケーブルテレビ線を維持管理する
費用の一部、またはそれに相当する
料金を市が代わってケーブルテレビ
会社へ支払う制度です。
【対象世帯】
　次の①～⑤のいずれかに該当し、
かつケーブルテレビ放送事業者の視
聴契約が行政情報番組または行政放
送サービスのみの世帯
①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けた人がいる世帯
②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
る世帯
③精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けた人がいる世帯
④伊賀市福祉医療費の助成に関する
条例第２条第４項に規定する一人
親家庭等の児童が同居する世帯
⑤世帯全員が生活保護を受給してい
る世帯
※①～④は住民税非課税の世帯のみ
※すでに軽減制度を受けている人
は、引き続き受けられるか確認す
るため、現況届と承諾書の提出が
必要です。現況届と承諾書は６月
中旬に対象世帯へ郵送します。

【提出先・問い合わせ】
○広聴広報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
○各支所住民福祉課

　市の委託で活動している障がい者
相談員を紹介します。自身の経験を
もとに、相談を受けたりアドバイス
を行います。（順不同、敬称略）
◆身体
　山本　志賀子（比土）新規
　増永　秀美（島ヶ原）新規
　藤原　泰則（石川）
　橋本　たき子（久米町）
　赤井　聖功（阿保）
　浜口　恵美子（緑ケ丘本町）
　福地　申大（富永）
◆知的
　船見　泰子（緑ケ丘本町）
　海野　啓子（緑ケ丘西町）
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

ケーブルテレビ維持管理費等
負担軽減制度

障がい者相談員

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　伊賀地方で一番高く、別
名「伊賀富士」とも呼ばれる、
伊賀市高尾と津市美杉町との境
にそびえたつ山は（　　　）。
①大洞山
②尼ケ岳
③倶留尊山
④兜岳

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　６月 22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

　認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。
　「認知症について知りたい」「相談
したい」「仲間を作りたい」という
皆さん、ぜひお越しください。
【と　き】
　６月８日㈫　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から約 20 分間
は、健康体操や脳トレなどのミニ
イベントを行います。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

いがオレンジカフェ

【と　き】　７月 13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
【定　員】　先着６人
【申込方法】　電話
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】
　６月 16日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

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

※右の２次元コードを読
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。

「あんしん・防災ねっと」

2021.6 28



※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　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。
【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】　６月 11日㈮～ 30日㈬
　午前９時～午後５時 30分
※土・日曜日を除く。
【ところ】　伊賀市教育研究センター
【問い合わせ】
○学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667　
○伊賀市教育研究センター
　☎ 21-8839

　子育てに関する悩みや障がいのあ
るお子さんの就学について、相談を
お受けします。
【と　き】
　７月 16日㈮、21日㈬、26日㈪、
27日㈫、28日㈬、29日㈭
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　２階会議室
【申込方法】
　子どもが幼稚園・保育所（園）・
小学校に通っている場合は、それぞ
れの園（所）・学校を通じて申し込
んでください。
【申込期間】
　６月１日㈫～ 17日㈭
【申込先・問い合わせ】
　学校教育課
　☎ 22-9649　℻  22-9667

児童手当現況届の提出を
忘れずに

教科用図書展示

就学相談

【とき・内容】
○第１回：６月 15日㈫
　《１部》 
　午後１時 30分～２時 15分　
　「上野公園観光施設案内」
　講師：いがうえの語り部の会
　《２部》　午後２時 15分～３時
　「オンライン講座の体験」
　講師：伊賀上野ケーブルテレビ職員
○第２回：７月 27日㈫
　午後１時 30分～３時
　「人工知能の現状と近い将来」
　講師：三重短期大学生活科学科
　准教授　笠　浩一朗さん　
○第３回：９月 28日㈫
　午後１時 30分～３時
　「里山の生物多様性を考える」
　講師：名城大学農学部生物資源学科
　教授　山岸　健三さん　
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【対象者】
　市内在住・在勤の 18歳以上の人
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

【とき・内容】
○第１回：８月 27日㈮
「部落差別解消推進法と人権教育
の課題～部落問題をどう語り、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 17日㈮
「差別をなくす社会システムを創
造するために」
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 15日㈮
「児童生徒の SNS利用から考察す
る動向変容への知見」
講師：（公財）反差別・人権研究所
みえ　調査・研究員　
中村　尚生さん
○第４回：11月 16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　
名誉教授　奥田　均さん
○第５回：12月 17日㈮
「心の窓を少し開くことから」
講師：関西外国語大学　教授
明石　一朗さん
※すべて午後７時から（90分程度）
【ところ】
　本庁舎　５階会議室 501
※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。

【対象者】
　市内在住・在勤の人
【定　員】　40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 16日㈮
【申込先・問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

悠々セミナー部落解放・人権大学講座

【とき・ところ】
①７月３日㈯　三重県四日市庁舎　
②７月 22日（木・祝）　三重県吉田山会館
③８月９日㈪　三重県吉田山会館
④８月 29日㈰　三重県四日市庁舎
※いずれも午前９時30 分～午後５時
【申込期限】
①６月 23日㈬　②７月 12日㈪
③７月 30日㈮　④８月 19日㈭
【受験手数料】　※１つの免許につき
○初心者：5,200 円
○免許取得者：3,900 円
【試験科目】
　知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】
　狩猟免許申請書・受験票・写真・
医師の診断書等・住民票抄本
※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】
　三重県伊賀農林事務所
　森林・林業室　林業振興課
　☎ 24-8142　℻  24-8112

狩猟免許試験

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　同じ病気の人の話を聴いたり、お
互いの悩みを話したり、一人で悩ま
ずにお話しましょう。
【と　き】　７月１日㈭
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階ミーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　℻  059-202-5911

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

　ケーブルテレビ線を維持管理する
費用の一部、またはそれに相当する
料金を市が代わってケーブルテレビ
会社へ支払う制度です。
【対象世帯】
　次の①～⑤のいずれかに該当し、
かつケーブルテレビ放送事業者の視
聴契約が行政情報番組または行政放
送サービスのみの世帯
①身体障害者手帳１級または２級の
交付を受けた人がいる世帯

②療育手帳Ａの交付を受けた人がい
る世帯

③精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けた人がいる世帯

④伊賀市福祉医療費の助成に関する
条例第２条第４項に規定する一人
親家庭等の児童が同居する世帯

⑤世帯全員が生活保護を受給してい
る世帯

※①～④は住民税非課税の世帯のみ
※すでに軽減制度を受けている人
は、引き続き受けられるか確認す
るため、現況届と承諾書の提出が
必要です。現況届と承諾書は６月
中旬に対象世帯へ郵送します。

【提出先・問い合わせ】
○広聴広報課
　☎ 22-9636　℻  22-9617
○各支所住民福祉課

　市の委託で活動している障がい者
相談員を紹介します。自身の経験を
もとに、相談を受けたりアドバイス
を行います。（順不同、敬称略）
◆身体
　山本　志賀子（比土）新規
　増永　秀美（島ヶ原）新規
　藤原　泰則（石川）
　橋本　たき子（久米町）
　赤井　聖功（阿保）
　浜口　恵美子（緑ケ丘本町）
　福地　申大（富永）
◆知的
　船見　泰子（緑ケ丘本町）
　海野　啓子（緑ケ丘西町）
【問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9657　℻  22-9662

ケーブルテレビ維持管理費等
負担軽減制度

障がい者相談員

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　伊賀地方で一番高く、別
名「伊賀富士」とも呼ばれる、
伊賀市高尾と津市美杉町との境
にそびえたつ山は（　　　）。
①大洞山
②尼ケ岳
③倶留尊山
④兜岳

（答えは 33ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と　き】　６月 22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

　認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。
　「認知症について知りたい」「相談
したい」「仲間を作りたい」という
皆さん、ぜひお越しください。
【と　き】
　６月８日㈫　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から約 20 分間
は、健康体操や脳トレなどのミニ
イベントを行います。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　４階健康ステーション
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

いがオレンジカフェ

【と　き】　７月 13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
【定　員】　先着６人
【申込方法】　電話
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】
　６月 16日㈬
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室

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

※右の２次元コードを読
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。

「あんしん・防災ねっと」
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