
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

子育て・教育

　これまで児童手当を受給するすべて
の人に、毎年現況届の提出をお願いし
ていましたが、令和４年６月以降は
次の人を除き現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な人】
○離婚協議中で配偶者と別居してい
る人

○里親
○その他、市からの提出の案内があっ
た人

【提出期限】　６月 30日㈭
　また、令和４年６月の制度改正で、
特例給付にも所得制限ができました。
限度額を超える人は翌年 6月に児童
手当の申請が必要になります。

【提出先・問い合わせ】
○こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646
○各支所

【と　き】　７月 23 日㈯
　午後６時 30分～９時頃
※受付 午後６時～
※荒天・河川増水などの場合、観察は
中止し、資料館見学などを予定

【ところ】
　大山田郷土資料館と周辺の服部川

【内　容】　オオサンショウウオの生態
についての学習と河川で観察
　講師：三重県文化財保護指導委員
　　　　清水　善吉さん

【対象者】　市内の小学生
※川に入ることができる保護者の付き
添いが必要です。

【持ち物】
　川に入る運動靴（スリッパ・長靴は
不可）、ヘッドライト（懐中電灯も可）、
長袖・長ズボン、タオル、着替え、着
替えを入れるビニール袋、ライフジャ
ケット（持っている人）

【定　員】　先着 10人
【申込方法】　電話
【申込期間】
　６月 13日㈪～７月 11日㈪
　午前８時 30分～午後５時 15分
　※土・日曜日を除く。

【申込先・問い合わせ】　文化財課
　22-9678　℻  22-9667

【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９日㈭
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

◆夏休みの工作「飛ぶおもちゃを作る」
　竹とんぼ、紙飛行機、よし鉄砲など、
オリジナルの飛ぶおもちゃを作りませ
んか。

【と　き】　７月 30 日㈯
　①午前 10時～　②午後１時～

【ところ】
　ミュージアム青山讃頌舎中庭

【対象者】　小学生以上
【持ち物】　ハサミ、カッターナイフ
【定　員】　先着 10人
【申込受付開始日】
　６月 25日㈯　午前 10時～

【申込方法】　電話
※詳しくは市ホームぺージをご覧くだ
さい。

【申込先・問い合せ】　青山ホール
　☎ 52-1109

児童手当現況届の
提出が原則不要に

オオサンショウウオ
観察会申

離乳食教室（前期）申

ミュージアム青山讃
うたのいえ

頌舎
ワークショップ申

イベント・講座

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「外国人の人権」「子どもの人権Ⅱ」

【と　き】　６月１日㈬～ 29 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
「おもいのはしわたし」

【と　き】　６月１日㈬～ 29 日㈬
※開館延長日　14日㈫、21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
◆いがまち人権パネル展
　「私たちのくらしに活きる国際人権条約」

【と　き】　６月７日㈫～ 23 日㈭
※開館延長日　９日㈭、16日㈭、23
日㈭

【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　℻  45-9130

人権啓発パネル展

◆石仏の画家　穐
あき

月
づき

明
　水墨画家 穐月明の代表作は、石仏
を描いた「野の仏」シリーズです。若
い頃より晩年まで描き継がれたこのシ
リーズは一貫して野に佇みながら優し
く微笑む仏の姿を描いています。 
　本展では「野の仏」シリーズの作品
と、そこに石仏が佇んでいるような里
山を描いた作品を展示します。
※フィールドワークやギャラリートーク
なども開催します。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

【と　き】
　６月３日㈮～８月 22 日㈪
※開館時間：午前 10時～午後４時 30分
※火曜日休館

【ところ】　ミュージアム青山讃頌舎
【料　金】
　一般　300円（高校生以下無料）

【問い合わせ】　文化振興課
　☎ 22-9621　℻  22-9694

ミュージアム青山讃頌舎
夏の通常展

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。
　　　伊賀上野に帰った芭蕉翁が
門人たちをもてなした「月見の宴」
のメニューに入っていないものは？
①松茸　　　②かぼちゃ
③木くらげ　④くるみ

（答えは 31ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

　認知症の人やご家族、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 14 日㈫
　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から 20 分間は、
健康体操や脳トレを行います。

【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

　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】　６月 28 日㈫
　午後１時 30分～４時

【ところ】
　本庁舎　２階会議室 201

【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
　東部サテライト
　☎ 45-1016　℻  45-1055

　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】　７月７日㈭
　午後１時 30分～３時 30分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【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

　伊賀市国民健康保険被保険者の皆さ
んを対象に追加募集します。受診資格
や申込方法など、詳しくは広報いが４
月号 11ページをご覧ください。
※「脳ドック」に当選した人は申し込
みできません。
※追加募集人員を超えた場合は抽選
※「簡易人間ドック」を受診する場合
は、特定健康診査は受診できません。

【申込期限】　６月15日㈬　※消印有効
【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　℻  26-0151
　 hoken@city.iga.lg.jp

　日常会話程度の手話表現技術を習得
し、聴覚障がいのある人の支援者とし
て活動する手話奉仕員の養成講座を開
催します。

【と　き】　全 53講座
　７月９日・16 日・23 日・30 日、
　８月６日・20 日・27 日、
　９月３日・10 日・17 日・24 日、
　10 月１日・８日・15 日・22 日・
　29 日、
　11 月５日・12 日・19 日・26 日、
　12 月３日・10 日・17 日・24 日、
　令和５年１月７日・14 日・21 日、
　２月４日・18 日・25 日、
　３月４日・11 日・18 日・25 日
※すべて土曜日の午後１時～４時15分

【ところ】
○名張市防災センター
　２階防災研修室
　（名張市鴻之台 1-2）
○名張市教育センター　２階大研修室
　（名張市百合が丘西 5-25
　名張市子どもセンター内）

【講　師】
　（一社）三重県聴覚障害者協会

【対象者】
○伊賀市または名張市に在住、在勤
の人
○全 53講座のうち 37講座以上受講
でき、講座終了後、手話奉仕員とし
て活動できる人　　　

【料　金】　3,300 円（テキスト代）
【定　員】
　30人（伊賀市 15人、名張市 15人）
※応募者多数の場合、抽選

【申込方法】
　住所、氏名、生年月日、連絡先（携
帯電話）、受講経験の有無（経験あり
の場合は受講年度）、在勤の場合は勤
務先を下記まで。

【申込期間】
　６月 10日㈮～ 24日㈮

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

いがオレンジカフェ

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン申

簡易人間ドック
追加募集申

手話奉仕員養成講座申

健康・福祉

情 報

　広報いが４月号 10ページに掲載し
た肺炎球菌予防接種市内実施医療機関
を、次のとおり変更します。

【実　施】
　上野総合市民病院　☎ 24-1111

【非実施】
　猪木内科医院　☎ 21-8288

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666

肺炎球菌予防接種
実施医療機関の変更
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