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俳句の日
記念事業夏休み俳句教室

募集

　8 月 19 日は「俳句の日」です。
俳句の日にちなみ「夏休み俳句教
室」を開催します。芭蕉さんになっ
た気分で俳句づくりにチャレンジし
ましょう。

【と　き】　８月 19 日㈮　
午前 9 時 30 分～正午（荒天中止）
※受付は中央公民館ホールで午前 9
　時から行います。

【ところ】
　中央公民館ホール・上野公園

【内　容】　
　俳句のつくり方教室・俳句づくり・
添削指導

【対象者】　小・中学生
※小学校 1 ～ 3 年生は、保護者の
　付き添いが必要です。
【定　員】　80 人　※先着順
【指導者】　
　芭蕉翁献詠俳句児童生徒の部の選者

【持ち物】　
　筆記用具・水筒・雨具・タオル・
帽子

【申込受付開始日】　7 月 20 日㈬
※電話でお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　芭蕉翁記念館　☎ 21-2219

食生活改善推進員養成講座
　食生活についての正しい知識を身
につけ、健康づくりに役立ててみま
せんか。養成講座を修了された人は

『食生活改善推進員』として、栄養
や食事についての学習会や調理実習
など、身近な地域での活動をしてい
ただくことができます。食生活につ
いて興味のある人はぜひお申し込み
ください。
【と　き】　※毎回金曜日
　９月９日・10月７日・11月11日・
12 月９日・１月 13 日・２月３日
午前 10 時～午後３時

【ところ】　
　上野ふれあいプラザ４階　研修
室・調理室

【費　用】
　5,000 円（テキスト代含む）

【定　員】　30 人　※先着順
【申込期間】　
　７月 25 日㈪～８月 12 日㈮
【申込先・問い合わせ】　
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

ボランティア・ティーチャー
　子どもの学びの意欲を一層高めて
いただく地域の人を募集します。
　応募者は伊賀市教育研究センター
の人材バンクに登録し、市内の幼稚
園、小・中学校の「ボランティア・
ティーチャー」として活動していた
だきます。
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人
②職業としてその技を駆使している
　人（米作り・野菜作り・理容師・
　美容師など）
③ボランティア、NPO として活動
　している人
④趣味やサークル活動を楽しんでい
　る人（手芸・ゲートボール・将棋・
　囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
　器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
　に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑文
　など）
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
　昆虫・植物・地層など）
⑦科学に関心のある人（おもしろ科
　学実験など）
【申込先・問い合わせ】　
　伊賀市教育研究センター
　☎／ＦＡＸ 21-8839

募集

みえのこども応援プロジェクト
「わくわく！チャレンジタウン」

【と　き】
　７月 30 日㈯　午前 10 時～午後４時
　※入場は午後３時まで
【ところ】　
　ゆめドームうえの

【内　容】　
　子ども
たちが、
いろいろ
な仕事の
体験や手
作り名刺
の交換な
どをきっかけに大人と交流して、今
の自分や将来の夢などについて考え
たり、話し合ったりするイベントです。
※小学１年生～中学３年生を対象と
　した内容です。

【問い合わせ】
　三重県健康福祉部こども局
　こども未来室
　☎ 059-224-2269
　ＦＡＸ 059-227-2270

イベ
ント

三重県立北星高等学校
秋季募集

　北星高等学校は、午前・午後・夜
間の三部の定時制課程と、平日・日
曜日両コースのある通信制課程を併
設した高校です。半年ごとに単位認
定をする単位制です。
【募集人数】
◦定時制昼間部の普通科・情報ビジ  
　ネス科：各４人
◦定時制夜間部普通科：２人
◦通信制普通科：60 人
【試験内容】　作文・面接
※転入学試験も同様
【出願期間】　９月５日㈪～ 12 日㈪
※願書は８月２日㈫から北星高等学
　校事務室で受け取れます。
【試験日】　９月 14 日㈬
【合格発表】　
　９月 16 日㈮　午前 10 時
※詳しくは、電話でお問い合わせく
　ださい。
【問い合わせ】
　三重県立北星高等学校
　（四日市市大字茂福字横座 668-1）
　☎ 059-363-8111

募集 環境セミナー
【と　き】　
　７月 31 日㈰　午後１時 30 分～
【ところ】　
　ゆめぽりすセンター２階　大会議室
【演　題】　「家庭での節電のコツ」
【定　員】　50 人
【問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

お知
らせ
お知
らせ

河川環境フェスティバル
◆魚つかみ
【と　き】　８月６日㈯　
午前９時～ 11 時
受付：午前 10 時 45 分まで
※魚がなくなり次第、受付終了
※荒天中止
【ところ】　
　青山支所北側木津川河川敷
【参加費】　
　100 円
◆環境パネル展
【と　き】　８月１日㈪～５日㈮
【ところ】　青山公民館ロビー
【問い合わせ】
　青山支所住民福祉課
　☎ 52-3227　ＦＡＸ 52-2174

イベ
ント

募集

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL
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施設名 開設日 時　間 場　所
曙保育園『すくすくらんど』
＊事前にお電話ください（☎ 21-7393） 月～金曜日 午前10時～午後 3時 曙保育園内（上野徳居町 3272-2）

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
＊事前にお電話ください（☎ 22-9955） 月～金曜日 午前10時～午後 3時 ゆめが丘保育所内（ゆめが丘 5-14-1）

森川病院『エンジェル』
＊事前にお電話ください（☎ 21-2425） 月・水・金・土・日曜日 正午～午後 5時 森川病院内（上野忍町 2516-7）

いがまち子育て支援センター（☎45-1015）月～金曜日 午前9時～午後 5時 いがまち保健福祉センター内（愛田 513）
島ヶ原子育て支援センター（☎59-9060）月～金曜日 午前9時～午後 5時 島ヶ原地区市民センター併設（島ヶ原 4696-9）
あやま子育て支援センター（☎43-2166）火～土曜日 午前9時～午後 5時 阿山保健福祉センター内（馬場 1128-1）

大山田子育て支援センター（☎47-0088）月～金曜日 午前9時～午後 5時 大山田西保育園内（平田 7）
※変更の場合がありますので、事前にお問い合わせください。

青山子育て支援センター（☎53-0711） 火～土曜日 午前9時～午後 5時 さくら保育園併設（阿保 1152）

子育て支援センター（乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。）

赤ちゃんの健診と相談（8月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳 6カ月児健診
 8 月  2 日（火） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館 身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、

栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
　１歳９カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

 8 月  9 日（火） 午後1時～ 1時 30分 大山田保健センター
 8 月 23 日（火） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館

３歳 6カ月児健診
 8 月  9 日（火） 午後2時～ 2時 30分 大山田保健センター
 8 月 25 日（木） 午後1時～ 2時 30分 伊賀医師会館

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

 8 月  4 日（木） 午前10時～ 11時
午後 1時 30分～ 2時 30分 上野ふれあいプラザ 2階 【問い合わせ】

 健康推進課　  ☎ 22-9653
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 青山保健センター  ☎ 52-2280

 8 月  9 日（火） 午前10時～ 11時 30分 青山保健センター
 8 月 10 日（水） 午前10時～ 11時 30分 阿山保健福祉センター
 8 月 16 日（火） 午前10時～ 11時 30分 いがまち保健福祉センター
 8 月 24 日（水） 午前10時～ 11時 30分 大山田保健センター
 8 月 25 日（木） 午前10時～ 11時 30分 島ヶ原子育て支援センター

遊びの広場
乳幼児と保護者を
対象に遊び場を開
放します。

8月5日（金）26日（金）午前 10時～ 11時 30分 上野ふれあいプラザ 2階（健康推進課　☎ 22-9653）

月～金曜日（祝日除く）午前9時～午後 4時 青山保健センター（☎ 52-2280）

離乳食教室
※申込制  8 月 30 日（火） 午後1時 30分～ 3時 30分 いがまち保健福祉センター

（☎ 45-1015）
離乳食の話・離乳食の調理（３回食）
※広報いが市 8月１日号で募集

裁判員裁判の実施状況
　平成 21年５月 21日のスタートから２年がたった『裁判員制度』。昨年の 12月までに 1,648 人の被告人に
判決が言い渡されました。これまでの裁判員裁判の実施状況をお知らせします。

～どれくらいの人数が裁判員に選ばれたの？～
　昨年 12月までに選任された裁判員の人数は 9,511 人で補充裁判員の人数は 3,413 人でした。
～何日くらい参加するの？～
　昨年 12月までに判決が言い渡された裁判員裁判の対象となった事件のうち、約７割の事件が４日以内で終
了しました。
～参加した感想は？～

裁判員に選ばれる前
○やりたくない・・・53.7％

裁判員を経験した後
○よい経験だった・・・95.4％

　裁判員制度ウェブサイト（http://www.saibanin.courts.go.jp/）では、裁判員を経験
した人へのアンケートの結果や、裁判員を経験した人の声、裁判員制度の運用状況に関す
る統計データがさらに詳しく掲載されています。
【問い合わせ】　津地方裁判所総務課　☎ 059-226-4172


