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　７ページの答え　
③『鎮西八郎為朝』
　鬼行列は、「役行者」行列（三
鬼会）と「鎮西八郎為朝」行列
（上野徳居町）からなっています。
選択肢の「大御幣」「ひょろつき
鬼」は、ともに役行者行列の出
し物です。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

【募集種目】
　陸上自衛隊高等工科学校生徒（神
奈川県横須賀市）
【応募資格】
　平成 29 年 4月 1日現在、15 歳
以上17歳未満（平成12年 4月2日
～平成14年 4月1日生まれ）の男子
【試験内容】
○ 1次試験
　学科試験・作文
※作文以外は択一式（マークシート）
○２次試験
　口述試験（個別面接）・身体検査
【試験日】
○ 1次試験
　平成 29年 1月 21日㈯
○２次試験
　平成29年2月2日㈭から5日㈰
までの間の指定する 1日
※ 1次試験合格者のみ行います。
【試験場】
○ 1次試験：受付時に案内
○ 2次試験：１次試験合格通知で案内
【合格者の発表】
○ 1次試験
　平成 29年 1月 27日㈮に本人宛
に通知します。なお、不合格者には
通知しません。
○ 2次試験
　平成29年2月17日㈮に自衛官募
集ホームページに掲載します。また、
合格通知書を本人宛に送付します。
【応募期間】　11 月 1 日㈫～平成
29年 1月 6日㈮
　詳しくはお問い合わせいただく
か、インターネットで自衛隊三重を
検索してください。
※自衛官候補生の募集は年間を通じ
　行っています。
【問い合わせ】
　自衛隊伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

芭蕉伝記のなぞ教室募集

【と　き】
　11 月から平成 29 年３月までの
第３木曜日午後1時30分～3時（全
５回）
※開催日時は、都合により変更する
　ことがあります。	
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２	
【内　容】　俳聖松尾芭蕉翁の人物像
に迫ります。
【講　師】　澤田　喜久男さん
【対象者】　20歳以上の人
【定　員】　20人
【申込期間】
　10月 17日㈪～ 11月２日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。　	 	
※申し込み多数の場合は、抽選によ
　り決定し、結果を郵送します。	
※定員の半数に満たないときは、開
　講できない場合があります。	 	
【申込方法】　電話・窓口
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館
　☎ 22-9637　FAX 22-9692

初心者限定！
おとこの料理教室

募集

「赤・黄・緑の彩り和食～料理の基
本編～」
　料理に挑戦してみようという男性
を対象に、料理教室
を開催します。料理
の楽しさを味わって
みませんか。
◆ヤング編
【と　き】　11月 26日㈯
　午前 10時～
【対象者】
　市内在住の 50歳未満の男性
◆アダルト編
【と　き】　平成 29年１月 28日㈯
　午前 10時～
【対象者】
　市内在住の 50歳以上の男性
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【定　員】
　各回 12人程度　※先着順
【参加費】　500円
【持ち物】
　お米１合・エプロン・三角巾
【講　師】　松永　啓子さん
【内　容】　１食分のメニューを１人
で作れるよう、詳しく解説します。
○味ごはん　○豚汁　
○ほうれん草のごま和え　
○ごぼうの和風ハンバーグ
【申込受付開始日】　10月 21日㈮
【申込先・問い合わせ】　男女共同参
画センター（人権政策・男女共同参
画課内）　☎22-9632　FAX22-9666

環境ウォッチング募集

【と　き】　11月 5日㈯
　午前 10時～正午
【ところ】
　大山田農村環境改善センター
【内　容】
　太陽光発電施設の説明・見学会
※内容が変更または中止になること
　があります。
【定　員】　20人　※先着順
【申込方法】　電話
※集合場所・時間などは、申し込み
　時にお知らせします。
※小学生以下保護者同伴
【申込期間】
　10月 17日㈪～ 28日㈮
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　FAX 20-9107

図書館で学ぶ
　おもしろ自然教室

“どんぐり探検隊”

募集

《三重県上野森林公園との連携企画
その２》
　森林公園で拾ったどんぐりを上野
図書館に持ち帰り、図鑑などで調べ
て、生き物の暮らしを学習します。
【と　き】　11月５日㈯
　午前 10時～午後３時
【ところ】
　三重県上野森林公園（どんぐり探検
隊）⇒上野図書館（生き物のおはなし）　
※上野図書館へ行政バスで移動しま
　す。（最寄りのバス停まで徒歩20
　分程度）
【対象者】　小学生
【定　員】　20人　※先着順
【持ち物】
　おにぎり・水筒・筆記用具・雨具
※バス乗車運賃 100円が必要です。
※申し込み受付時に、詳細を説明し
　ます。
【申込方法】　電話
【申込受付開始日時】
　10月 22日㈯　午前９時
【申込先・問い合わせ】　上野図書館
　☎21-6868　FAX21-8999
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赤ちゃんの健診と相談（11月分）

１歳６カ月児健診
   11 月 １日（火） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

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カ月頃、３歳児健診は３歳
　９カ月頃までに通知します。母子
　健康手帳をご持参ください。

　11 月 24 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

３歳児健診
（３歳６カ月児） 　11 月 10 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

（ハイトピア伊賀　４階）

乳幼児相談

　11 月 ８日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
 健康推進課　☎ 22-9653
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
 青山保健センター  ☎ 52-2280 

　11 月 ９日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター

　11 月 16 日（水）
午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター
午前 10 時～ 11 時 30 分 青山子育て支援センター

　11 月 17 日（木）
午前 10 時～ 11 時 伊賀市保健センター

（ハイトピア伊賀　４階）午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
　11 月 30 日（水） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

施設名 遊びの教室 遊び場の開放

曙保育園『すくすくらんど』
　曙保育園内
　（上野徳居町 3272-2

　☎ 21-7393）

①７日㈪・８日㈫・14 日㈪・15 日㈫・21 日㈪・22 日㈫・28 日㈪・
29 日㈫　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　誕生会・育児講演会
②９日㈬・12 日㈯・16 日㈬・18 日㈮・25 日㈮
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※実費を徴収する場合があります。

《園庭の開放》
月～金曜日
午前 10 時～午後４時
＊事前にお電話ください。

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
　ゆめが丘保育所内
　（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955）

24 日㈭・25 日㈮　午前９時 45 分～　
【自然とあそぼう】　秋の自然を探しに散歩に出かけます　

《園庭の開放》
月～金曜日
午前 10 時～午後４時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7

　☎ 21-2425）

①７日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 11 日㈮（４～９カ月）・18 日㈮（10 カ月～１歳半）
　【エンジェルサークル】　うんどう会
③ 25 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④ 10 日㈭・17 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　24 日㈭　（ハイハイ～ 12 カ月）
　午後１時～　【ベビーマッサージ】　＊予約制（毎月１回まで）

月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

子育て包括支援センター
　ハイトピア伊賀４階
　（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）

① 17 日㈭　午後２時 30 分～
　【キラキラ０歳児サロン】　ママサロン「３・３産後のおはなし」
② 18 日㈮　午後２時～
　【キラキラBaby】　親子体操・たいせつな歯のおはなし
③ 24 日㈭　午前 10 時～　＊予約制
　【食育事業もぐもぐ】　季節の食材を使った簡単クッキング
④ 28 日㈪　午前 10 時 30 分～　（友生地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など

月～金曜日、第３土曜日
午前 9 時～午後 5 時

いがまち子育て支援センター
　いがまち保健福祉センター内
　（愛田 513　☎ 45-1015）

①２日㈬　午前 10 時～　【ママのリフレッシュタイム】　＊予約制
②４日㈮・11 日㈮・18 日㈮・25 日㈮　【らぶらぶひろば】
③ 28 日㈪　午前 10 時 15 分～　【誕生会】　11 月生まれのおともだち

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

島ヶ原子育て支援センター
　島ヶ原地区市民センター併設
　（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

30 日㈬　午前 10 時 30 分～　
【わくわくひろば】　歯科相談

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

あやま子育て支援センター
　阿山保健福祉センター内
　（馬場 1128-1　☎ 43-2166）

24 日㈭　午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】　絵本を楽しもう !

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

①４日㈮　【おたのしみひろば】　ペープサート・歌遊びなど
② 11 日㈮　【子育てひろば】　のびっこ教室
③ 25 日㈮　【えほんのひろば】　読み聞かせ　など
＊すべて午前 10 時～　

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

青山子育て支援センター
　さくら保育園併設
　（阿保 1152　☎ 53-0711）

①２日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 10 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 17 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（２歳児以上）
＊すべて午前 10 時 30 分～

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

にんにんパーク
　上野南公園管理棟内

　（ゆめが丘 7-13）

13 日㈰・27 日㈰　午前９時～午後３時
【子育て相談】【からだそだて事業】　「にんにんタイム」を親子で楽しもう
※幼児用の忍者衣装を貸し出します。（有料）

―

※参加するときの持ち物などは事前に各支援センターへお問い合わせください。
【問い合わせ】　子育て包括支援センター（こども未来課内）　☎ 22-9665　FAX 22-9666

子育て支援のための教室・遊び場の開放（11月分）（対象者：乳幼児と保護者）


