
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

　経済的な理由で、学用品費や給食費
など学校でかかる費用にお困りの人
に、学校へ納入した費用の一部を市が
援助します。
※希望する場合は申請が必要です。
※年度ごとに認定するため、前年度か
ら引き続き援助を希望する場合も申
請してください。
※生活保護受給者は、重複する内容の
援助は受けることができません。

【対象者】
　市内在住の公立小・中学校に在籍す
る児童・生徒の保護者
※所得制限があります。
【申請先】
　子どもが在籍する小・中学校
【支給時期】
　年３回（７月・12月・３月）に分
けて支給します。
【問い合わせ】
○在籍する小・中学校
○学校教育課
　☎ 22-9648　℻  22-9667

就学援助制度

　 ４ 月 23 日
は「子ども読
書の日」です。
国民の間に広
く子どもの読
書活動への関
心と理解を深
めるとともに、子どもが積極的・自主
的に読書活動を行う意欲を高めるため
に定められています。
　また、こどもの日を含む２週間（４
月 23日～５月 12日）は「こどもの
読書週間」です。
　上野図書館や各分館図書室では、年
間を通して読み聞かせなどのイベント
開催や、年代やテーマにあわせた紹介
コーナーの設置、ブックリストによる
本の紹介などを行います。
　この機会に、子どもと一緒に読書を
楽しんでみませんか。
【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

子ども読書の日

イベント・講座

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「高齢者の人権」「障がい者の人権」
【と　き】　４月１日㈮～ 27日㈬
【ところ】　本庁舎　３階
【問い合わせ】　人権政策課
　☎ 22-9683　℻  22-9641
◆寺田市民館　じんけんパネル展
「知っていますか 子どもの権利条約」

【と　き】　４月１日㈮～ 27日㈬
※開館延長日　12日㈫、19日㈫
【ところ】　寺田教育集会所　第１学習室
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／℻  23-8728

　遺言の書き方、相続に関する疑問や
困りごと、後々のトラブル防止など、
遺言と相続に関する問題全般につい
て、弁護士による無料電話相談会を開
催します。
【と　き】　４月 15日㈮
　午前 10時～午後４時
【相談ダイヤル】　☎ 059-228-3143
【問い合わせ】　三重県弁護士会事務局
　☎ 059-228-2232

人権啓発パネル展

遺言の日・遺言相続
無料電話相談会

【と　き】　６月 12日㈰
○乙種４類　午前・午後
○丙種　　　午前
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【申込方法・申込期間】
○郵送
消防本部・各分署にある願書に必要
事項を記入の上、郵送。
４月 11日㈪～ 21日㈭
※消印有効

○インターネット
（一財）消防試験研究センター
のホームページから申し
込んでください。

　４月８日㈮午前９時～
　18日㈪午後５時

【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター
　三重県支部
　☎ 059-226-8930

◆前期危険物取扱者試験予備講習会
【と　き】　５月 11日㈬
　午前９時 20分～午後５時　
【ところ】　消防本部　３階研修室
【対象者】　危険物取扱者試験（乙種４
類）受験者
【料　金】
○予備講習授業料　1,000 円
　（伊賀市防火協会会員は無料）
○教科書・問題集　各 1,000 円
　（伊賀市防火協会会員は半額）
※教科書・問題集をすでにお持ちの場
合は、購入の必要はありません。

【定　員】　先着 40人
【申込方法】　消防本部予防課までお越
しください。
【申込期間】　４月20日㈬～５月６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】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　℻  24-9111

前期危険物取扱者試験
（乙種４類、丙種）申

伊賀市役所 本庁舎

４月のアート情報
◆４階ミニギャラリー
　「全日本写真連盟上野支部」写真展
◆１階玄関横
　絵画「パフォーマンス」
　　松生良人
　いけばな（伊賀華道協会）
　池坊、甲州流、嵯峨御流

※展示の詳細は市ホームページを
ご覧ください。

※準備などで展示のない時間帯が
生じる場合があります。

※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。
【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  41-0400　℻  22-9694

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。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　真宗の開祖は親鸞聖人です
が、第七世了源上人が伊賀の地で
賊に襲われ亡くなりました。その地
は（　　　）です。
①御斎峠
②蝙蝠峠
③長野峠
④桜峠
（答えは 27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がつらさ
やしんどさを抱え込んでしまわないた
めの、情報交換・近況報告の場です。
【と　き】　４月 26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】　４月 12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

　65 歳以上の人を対象に、４月から
８月分の介護保険料仮徴収額を算定し
ました。その通知書を４月 13日㈬に
発送しますので、ご確認の上、納期限
までに納入してください。口座振替の
場合は指定の口座から納期限日に振り
替えます。
　特別徴収を継続する人には、今回の
仮徴収額通知書を発送しませんが、徴
収額に変更がある人には、介護保険料
額変更通知書を発送します。
　なお、年間保険料額は7月に確定し、
改めてお知らせします。
【問い合わせ】　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　℻  26-3950

　重度の障がいのある人の社会参加や
通院のための交通費を助成します。
【対象者】
　次のいずれかの手帳を持っている人
○身体障害者手帳１級・２級
○療育手帳A1・A2
○精神障害者保健福祉手帳１級
※伊賀市障がい児（者）訓練施設等通
所費助成を受給する人は対象外。

【助成額】
○タクシー等乗車券・自動車燃料券・
　伊賀鉄道乗車券
　年間　14,400 円
○原動機付自転車燃料券
　年間　 7,200 円
※いずれかを選択。
※年度途中に手帳が新たに交付された
場合は、交付月以降分を助成。
※年度途中での交付券変更はできま
せん。

【申請方法】
　障害者手帳・申請者（窓口来庁者）
の本人確認書類を持参してください。
【申込先・問い合わせ】
○障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻  22-9662
○各支所

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

介護保険料の仮徴収額
通知書をお届けします

重度障がい児（者）の
交通費助成

健康・福祉

情 報

子育て・教育

【と　き】　５月 18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】
　前期：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】　４月 14日㈭
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

離乳食教室申

【日　額】
○調理師免許有　6,617 円
○調理師免許無　6,241 円
　業務内容、勤務条件などは、市
ホームページでご確認
いただくか、お問い合
わせください。
※採用予定者数に達した場合は申
込受付を終了します。

【問い合わせ】　教育総務課
　☎  22-9644　℻  22-9647
　 kyoui-soumu@city.iga.lg.jp

給食調理員募集

【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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