
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

【と　き】　３月 12日㈯
　午前 10時 30分～ 11時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】　人形劇団「むすび座」公演
○スイミー
○いくぞ！ヘッポコとうぞく団！
【対象者】　市内の未就学児・小学３年
生以下の児童とその保護者
【定　員】　親子あわせて先着 100人
【申込期間】　２月７日㈪～ 21日㈪
※申込受付時間：午前９時～午後５時
※定員になり次第締め切ります。
【申込方法】　参加する保護者と子ども
の氏名・年齢（学年）・住所・電話番
号を下記まで。
※複数家族分をまとめて申し込むこと
はできません。

【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

青少年健全育成推進大会申
子育て・教育

【と　き】　３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・沐浴体験・妊婦
相談・育児相談など
【持ち物】　母子手帳
【対象者】　妊婦とその家族
【定　員】　各回先着８組
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】　２月 10日㈭
※定員になり次第締め切ります。
【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申

【募集人数】　若干名
【応募資格】
○看護師：看護師免許を取得するため、
看護専門学校または看護系大学に入
学・在学する人で、卒業後に病院で
看護師として勤務する人

○介護福祉士：介護福祉士資格を取得
するため、介護福祉士養成施設に入
学・在学する人で、卒業後に病院で
介護福祉士として勤務する人

【貸与額】
○看護師：月額５万円または８万円
○介護福祉士：月額５万円
【返還の免除】
　卒業後、速やかに看護師免許または
介護福祉士資格を取得し、次の期間に
上野総合市民病院で勤務した場合は、
修学資金の返還を免除します。
○５万円の場合
　貸与を受けた期間に相当する期間
○８万円の場合
　貸与を受けた期間の 1.5 倍に相当
　する期間
【応募方法】
　次の書類を病院総務課へ郵送または
持参。申請書は上野総合市民病院ホー
ムページからダウンロードできます。
○修学資金貸与申請書
○合格通知書または在学証明書
○履歴書（写真添付）
【選考方法】　書類審査・作文・面接

【応募先・問い合わせ】
　上野総合市民病院病院総務課
　☎ 41-0065　℻  24-1565

看護師・介護福祉士
修学資金制度

看護師 介護福祉士

　「上野天神祭のダンジリ行事」で奏
でるお囃子を体験しませんか。
【と　き】　２月 27日㈰
　午後１時 30分～３時（予定）
【ところ】　上野西部地区市民センター
　２階ホール
【講　師】　上野福居町自治会
【対象者】　小学生とその保護者
【定　員】　親子 10組
※申込多数の場合は抽選
【申込方法】　氏名・学年・住所・電話
番号を生涯学習課まで。市ホームペー
ジからも申し込みできます。
【申込期限】　２月 18日㈮
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
【問い合わせ】　文化財課
　☎ 22-9678　℻  22-9667

【と　き】　３月 15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】　２月 16日㈬
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

お囃子体験申

離乳食教室申

受診・相談センター
（帰国者・接触者相談
センターから名称変更）
○午前 9時～午後 9時
　伊賀保健所
　☎  24-8050
○午後 9時～午前 9時
　三重県救急医療情報センター
　☎  059-229-1199

新型コロナウイルス感染症相談窓口

コロナ差別に関する人権相談窓口
一人で悩まないで大丈夫。
一緒に考えましょう。

【問い合わせ】
　人権政策課
　☎ 22-9683
　℻  22-9684
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【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

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　旧・青山町と名張市の初瀬街
道沿いには、ここを通って吉野に向
かった江戸時代の国学者、本居宣
長が綴った紀行文の記念碑がありま
す。この紀行文の名前は？
①『吉野紀行』
②『菅笠日記』
③『大和紀行』
④『初瀬日記』

（答えは 23ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

※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

　日常生活用具の給付対象種目を追加
しました。
◆暗所視支援眼鏡

【対象者】
　網膜色素変性症による視野狭

きょう

窄
さく

など
視覚に障がいがある人で、医師意見書
により必要と認められた人
（学齢児以上）
【基準額】
　395,000 円
【耐用年数】　８年
◆眼鏡装着型文書読上げ装置

【対象者】
　視覚に障がいがある人（学齢児以上）
【基準額】
　198,000 円
【耐用年数】　８年
【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

【と　き】　２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

【と　き】　３月３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

　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。
【と　き】　２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階ミーティングルーム
【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

　聴覚に障がいのある人は外見からは
分かりにくく、周りから誤解を受けた
り、危険にさらされたりするなど、社
会生活で不安があります。
　「耳マーク」は聞こえない・聞こえ
にくいことを表すと
ともに、聞こえない
人・聞こえにくい人
への配慮を表すマー
クです。
　市では、窓口に「耳
マーク」を掲示し、筆談などの方法で
応対しています。
　また、要約筆記奉仕員・手話通訳の
派遣や、遠隔手話通訳サービスを行っ
ています。遠隔手話通訳サービスは、
スマートフォンなどのビデオ通話機能
を利用して、手話通訳者が遠隔で通訳
をします。
　対象者や利用方法など、詳しくはお
問い合わせください。
　手話通訳派遣

　要約筆記派遣

　遠隔手話通訳サービス

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻  22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

重度障がい児（者）
日常生活用具給付事業

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

「耳マーク」について

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン申

健康・福祉

募集職種や業務内容、勤務条件な
どは、市ホームページまたはハロー
ワークの求人をご覧ください。
【問い合わせ】　人事課
　☎  22-9605
　℻  22-9742
　 jinji@city.iga.lg.jp

会計年度任用職員募集情報
市役所で働きませんか
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