
※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

　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
ずにお話しませんか。
【と　き】　９月２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

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　　芭蕉翁が貞享元年（1684）
江戸を出て近畿を旅しましたが、
その旅の名前は何というでしょ
うか？
①野ざらし紀行の旅
②更科紀行の旅
③鹿島詣の旅
④奥の細道の旅

（答えは 29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】　８月 24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

　休診日の急な歯の痛みや腫
は
れな

ど、どうしても我慢できないときは
次の歯科医院で診察を受けることが
できます。
※受診する前に必ず電話連絡し、健
康保険証などを忘れず持参してく
ださい。

【とき・ところ】
　診療時間：午前９時～午後５時
○８月 13日㈮
　大竹歯科（阿保 1468-1）
　☎ 52-1100
○８月 14日㈯
　矢谷歯科医院
　（上野忍町 2590-3）
　☎ 21-0834
【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻  22-9673

◆特別障害者手当
【対象者】　20歳以上で、身体・知
的・精神に著しく重度の障がいがあ
り、日常生活で常時特別な介護を必
要とする在宅の人
【支給額】　月額 27,350 円
※次に該当する場合は支給しません。
○施設に入所している。
○病院や診療所に３カ月以上継続し
て入院している。

○本人とその配偶者、または扶養義
務者に一定額以上の所得がある。

◆障害児福祉手当
【対象者】　20歳未満で、身体・知的・
精神に重度の障がいがあり、日常生
活で常時特別な介護を必要とする人
【支給額】　月額 14,880 円
※次に該当する場合は支給しません。
○障がいを支給事由とする年金を受
けている。

○施設に入所している。
○本人とその扶養義務者に一定額以
上の所得がある。

◆認定を受けるには
　本人（障がい児の場合は保護者）
からの請求により認定します。障が
いの状態については、診断書などで
審査します。
◆現況届の提出が必要です
　特別障害者手当・障害児福祉手
当・経過的福祉手当を受給している
人は、受給資格確認のために現況届
の提出が必要です。対象者に必要書
類を送付しますので、必ず提出して
ください。期日までに提出がないと、
受給資格があっても引き続き手当を
受けることができません。
【提出期間】
　８月 12日㈭～９月 13日㈪
※土・日曜日、祝日を除く。
【問い合わせ】
○障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻  22-9662
○各支所住民福祉課

　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】
　８月 10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」

お盆の歯科診療

特別障害者手当・
障害児福祉手当

いがオレンジカフェ

※諸事情により中止に
　なる場合があります。
【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9612　℻  22-9618

公　売　情　報

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

図書館
　だより

■一般書　
『366日の美しい都市』

小林　克己／著
『機嫌よくいられる台所』

高橋　みどり 他／著
『すてきな花言葉と花の図鑑』

川崎　景介／監修

■児童書　
『富士山のまりも』

亀田　良成／文、斉藤　俊行／絵
『しんぱいせんせい』
北川　チハル／作、大野　八生／絵
『なぞかけ昆虫館』　　ねづっち／著

■絵　本
『なぁなぁ、あそぼ～ !』

さいとう　しのぶ／作
『ぼくのがっこう』

鈴木　のりたけ／作・絵
『たべたのだーれだ ?』

たむら　しげる／さく

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

詳しい情報はこちら

図書館（室）からのお知らせ

と　き ところ 催物（読み手）
7 日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

10日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

14日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

15日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

17日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

18日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

25日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

26日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

28日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

【と　き】
　８月 27日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【テーマ】
　甲鳥書林と中市弘
【講　師】
　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出　楯夫さん
※ご来場の際は、上野図書館駐車場または、市営
上野公園第３駐車場（午後５時以降無料）をご
利用ください。

◆郷土の歴史夜咄会

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、参加
者の人数を制限しています。

■児童書
『ようこそみんなの世界へ』
モイラ・バターフィールド／文、
ハリエット・ライナス／絵

■絵　本
『まよなかのトイレ 』

まるやま　あやこ／さく

■一般書　
『偉人たちの人生図鑑』

山崎　圭一／監修
　織田信長、松尾芭蕉、渋沢栄一など、
日本の歴史を彩った 100 人の人生が見
開き２ページでわかりやすくまとめられ
ています。その人物に関わる代表的な出
来事をイラストで紹介しているほか、名
言、経歴や功績を知ることができます。

司書のおすすめ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
８月の読み聞かせ
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