
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

【と　き】　６月 21日㈫・22日㈬
　午前９時～午後３時
【ところ】　上野総合市民病院
【内　容】
○１日目：感染予防対策、看護技術
（採血・点滴静注・血糖測定・吸引）、
医療機器の取り扱い、救急蘇生法
○２日目：病棟実習（看護業務体験）
※託児所があります。必要な人は、申
し込み時にお申し出ください。

【対象者】
　看護師免許取得の人
※令和５年３月末までに看護師免許取
得予定の人も参加できます。

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下記
まで。
【申込期限】　６月 17日㈮
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院　看護部
　☎ 24-1111　℻  24-1565
　 kango@iga-med.jp

【と　き】　６月 29日㈬
　午後１時 30分～３時
　（受付：午後１時～）
【ところ】　ハイトピア伊賀５階
　多目的大研修室
※Z

ズ ー ム

oomでオンライン配信あり
【内　容】
○演題：絵本を通してつながるもの～
ブックトーク形式で紹介するさまざ
まなジャンルの絵本の魅力～

○講師：絵本専門士　片岡　法子さん
【対象者】　読み聞かせボランティア活
動に関心のある人
【定　員】　60人
※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】　生涯学習課（生涯学習セ
ンター）または上野図書館・各分室に
ある参加申込書に必要事項を記入の
上、下記まで。市ホームページからも
申し込みできます。
【申込期間】　５月 13日㈮～ 27日㈮
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

　弁護士・税理士など専門家が相談に
お応えします。
【と　き】　６月 11日㈯
　午前 10 時～午後４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター
【内　容】
○賃金不払い・不当解雇など　
○年金・税金・ローン（住宅・自動車・
教育・育児・介護）に関する相談　
○さまざまな保険の保障見直し　
○奨学金の返済
○住宅新築・建替え・リフォーム・住
宅のトラブル

【定　員】　先着 15 組程度　※予約制
【申込方法】　電話
【申込期間】
　５月 10日㈫～６月２日㈭
【申込先・問い合わせ】
　暮らしほっとステーション伊賀
　☎ 24-7198
　午前９時～午後５時
　（火・木曜日のみ）

ナースのための
カムバックセミナー申

第１回読み聞かせ
ボランティア入門講座申 暮らしなんでも相談申

お知らせ

　廃棄物の野外焼却は、法律により一
部の例外を除いて禁止されています。
地面に掘った穴やドラム缶での焼却な
ども禁止です。法律に違反した場合、
５年以下の懲役もしくは 1,000 万円
以下の罰金、またはその両方に処せら
れます。
　畑や庭から出た草木は、堆肥にする、
乾燥させて可燃ごみに出すなど、焼却
以外の方法で処分しましょう。
◆野外焼却の例外
○農業・林業・漁業を営むためにやむ
を得ないものとして行われる廃棄物
の焼却

○風俗慣習上または宗教上の行事を行
うために必要な廃棄物の焼却

○たき火など、日常生活の軽微な焼却
※住宅密集地では、野外焼却がさまざ
まな苦情の原因となります。例外に
あたる場合でも、近隣の迷惑となら
ないように最小限にとどめてくだ
さい。

【問い合わせ】　環境センター
　☎ 22-9105　℻  22-9107

野外焼却は
やめましょう

　対象者に軽自動車税種別割の納税通
知書を５月２日㈪付で発送します。納
期限の５月 31日㈫までに納付してく
ださい。
※軽自動車税種別割は、毎年４月１日
現在で軽自動車などを所有している
人に課税されます。

※軽自動車を廃車・名義変更または
住所変更したときは、手続きが必要
です。

※年度の途中で廃車や名義変更をして
も、税の払い戻しはありません。

【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9613　℻  22-9618　

軽自動車税種別割納税
通知書を郵送します　お寄せいただいた義援金は、日本赤

十字社を通じて、支援を必要とする
方々にお届けします。義援金総額は市
ホームページをご覧ください。
【義援金箱の設置場所】
○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

義援金の受け入れ

　広報いが４月号表紙に誤りがありま
した。お詫びして訂正します。

　誤）施制
　正）施政

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　℻  24-7900

お詫びと訂正

２次元コードから詳しい情報が見られます。

イベント・講座

【と　き】　５月 31日㈫
　午後７時 30分～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
※新型コロナウイルス感染症の拡大状
況によって、受講方法が変更にな
る場合があります。

【内　容】
○演題：人の世に熱と光を
　　　　－水平社創立の思想に学ぶ－
○講師：水平社博物館館長
　　　　駒井　忠之さん
【申込方法】
　氏名、電話番号を下記まで。
【申込期間】
　５月２日㈪～ 24日㈫
【申込先・問い合わせ】
　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　℻  47-1162
　 raitopia@city.iga.lg.jp

第１回おおやまだ人権大学
講座 inライトピア申

　「中学生のメッセージ（少年の主張
三重県大会）」は、中学生が日頃感じ
ていることや考えていることを主張す
ることで、自分の生き方や社会との関
わりを考えるとともに、青少年に対す
る県民の理解と関心を深めるために開
催されています。中学生の皆さんの応
募をお待ちしています。
【応募対象者】　県内の中学生またはそ
れに相応する学籍または年齢の人
※国籍は問いませんが、日本語で発表
できること。

【応募内容】
○社会や世界に向けての意見、未来へ
の希望や提案など
○家庭、学校生活、社会（地域活動）、
身の回りや友だちとの関わりなど
○テレビや新聞などで報道されている
少年の問題行動、大人や社会のさま
ざまな出来事に対する意見や感想、
提言など

【応募方法】　未発表の作品（１人１点
まで）を在学する中学校などへ提出
※応募条件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

中学生のメッセージ
2022作文募集

◆令和４年度は伊賀鉄道通学定期券購
入費の助成率を２分の１に引き上げ
ます

【対象者】
　伊賀鉄道の通学定期券を購入した人
※申請は原則、保護者が行ってくだ
さい。

【対象となる通学定期券】
　有効期間が令和４年４月１日から令
和５年３月 31日の全部または一部を
含んでいる通学定期券
※近鉄またはJR西日本の路線にまたが
る連絡定期券の場合は、伊賀鉄道の
区間のみが助成の対象となります。

【助成金額】
　通学定期券購入費の２分の１の額
　（100円未満の端数は切り捨て。）
※令和５年度以降、助成率が変わる場
合があります。

【申請期間】
　５月 10日㈫～令和５年３月６日㈪
※申請には定期券の写しが必要です。
購入したすべての定期券はコピーを
とり、必ず保管しておいてください。
詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

【申請先・問い合わせ】　交通政策課
　☎ 22-9663　℻  22-9694
　  koutsuu@city.iga.lg.jp

通学に伊賀鉄道を
利用してください

伊賀市役所 本庁舎

５月のアート情報
◆４階ミニギャラリー
　（絵手紙グループいろは）絵手紙展
◆１階玄関横
　○第 17回市展「いが」
　　高校生入賞作品
　　•絵画　久保　幸世さん
　　　　　　（上野高校）
　　•彫塑工芸　森本　泰成さん
　　　　　　　　（伊賀白鳳高校）
　○いけばな（伊賀華道協会）
※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
　☎  22-9621　℻  22-9619

　「丸台」という組
くみ
紐
ひも
台を使って、世

界でひとつだけのすてきな作品を作り
ませんか。
【と　き】　６月 11日㈯
　午前 10時～ 11時
【ところ】　伊賀伝統伝承会館
　伊賀くみひも　組匠の里
　（上野丸之内 116-2）
【対象者】
　市内在住の小学生とその保護者
【料　金】
　１人 500円
【定　員】
　10組　※申込多数の場合は抽選。
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を下記
まで。市ホームページからも申し込み
できます。
【申込期間】
　５月６日㈮～ 23日㈪
【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692
　 gakushuu@city.iga.lg.jp

親子体験教室
伊賀くみひも作り申

広報いが

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎  22-9636　℻  24-7900　
　 hisho@city.iga.lg.jp
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