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移住促進のための空き家
リノベーション支援事業

募集

　県外から移住する人が、市内に存
在する空き家住宅・空き建築物を、
住宅（店舗併用住宅などを含む。）
として使用するために必要な改修費
用に対して補助を行います。
※耐震性が不足している場合は、耐
　震性の確保が必要です。
【対象者】　移住者（三重県内に居住
したことがない人）
【補助額】　１件あたり対象事業費の
2/3 以内（上限 200 万円）
【申込期限】　12 月 28 日㈪
【申込方法】
　建築住宅課にある申込用紙に必要
事項を記入し、押印の上、ご提出く
ださい。
※事業着手までに申し込みが必要
※昭和 56 年５月以前に着工した木
　造住宅であれば、あわせて木造住
　宅耐震補強事業費などの補助制度
　の対象とすることができます。
※詳しくは、お問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】　〒518-1395
　伊賀市馬場 1128 番地
　伊賀市建設部建築住宅課
　☎ 43-2330　FAX 43-2332

第8回輝け！いがっ子
フォトコンテスト

募集

　“伊賀の子どもたち＝いがっ子”
の日常の姿をお送りください。
【応募資格】　市内在住・在勤・在学の人
【応募規定】
①カラー・モノクロ、サイズは２Ｌ

（127 × 178）以上４つ切り（254
× 305）まで、未発表作品のもの
②写真の裏面に、題名・撮影年月日・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号、
児童生徒の場合は学校名・学年をご
記入ください。
【応募期間】　４月13日㈪～６月５日㈮
【表　彰】　最優秀賞１点（賞状・副
賞 5,000 円相当）、優秀賞２点（賞
状・副賞 3,000 円相当）、入賞 10
点（賞状・副賞 1,000 円相当）
【審査・発表】　青少年育成市民連絡
会議役員と写真の専門家により審査
し、直接本人に通知します。
※使用する被写体・著作物の肖像権、
　著作権などは、応募者の責任で全
　ての被写体・原著作者などの使用
　許諾承認を得た上で応募してくだ
　さい。
※応募作品はいがっ子憲章の PR の
　ほか、広報活動に使用するにあ
　たっては、撮影者の氏名・住所表
　示（町名までの表示）を行います。
　また児童・生徒の場合は学校名・学
　年の表示を行います。
【応募先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　FAX 22-9692

伊賀市消防団女性消防団員募集

　大切な人・まちを守りませんか。入
団を希望する人はご連絡ください。
【主な活動】
○地域住民への応急手当指導
○消防団が行う主要行事への参加
○防火防災に関する広報、啓発活動など
※消火活動には従事しません。
【入団資格】
　市内居住で満 18 歳以上の女性
【処遇など】　○特別職の地方公務員
○年報酬、出動手当
○公務員災害補償
○退職報償金　など
【問い合せ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9115　FAX 24-9111

総合計画審議会委員募集

　これまで総合計画審議会では、市
の将来像やまちづくりの基本理念な
どを示す「伊賀市総合計画」の策定
について、調査・審議を行ってきま
した。平成 27 年度からは、総合計
画の進行管理や評価、総合計画と相
互に関連する自治基本条例の見直し
検討などの調査・審議を行う役割を
追加しました。新たな役割を追加し
た「伊賀市総合計画審議会」の委員
を募集します。
【募集人数】　若干名
【応募資格】　①市内在住の満 20 歳
以上 70 歳未満の人、②市が設置す
る他の審議会やその他附属機関の委
員でない人
【任　期】　委嘱日から２年間
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　作文「応募の動機」を、
800 字以内（A4 横書き）にまとめ、
住所・氏名・年齢・生年月日・性別・
電話番号を記入の上、郵送・Ｅメール・
持参のいずれかで提出してください。
　郵送の場合は封筒に朱書きで、Ｅ
メールの場合は題名に「総合計画審
議会委員応募」と明記してください。
【応募期限】　５月７日㈭　必着
【選考方法】　作文審査（男女比や年
齢などの構成比率なども考慮して決
定します。）
　選考結果は本人に通知します。
【応募先・問い合わせ】　〒518-8501
　伊賀市上野丸之内 116
　伊賀市企画振興部総合政策課
　☎ 22-9620
　　sougouseisaku@city.iga.lg.jp

　外国につながりをもつ子どもたち
の学習を支援する教室を開き、ボラ
ンティアスタッフが日本語で教科学
習を支援しています。参加を希望す
る人はお気軽にお越しください。
【と　き】　毎週土曜日（祝日を除
く。）　午後２時～４時
【ところ】　上野ふれあいプラザ　３階
【対象者】　外国につながりをもつ小
学校３年～中学校３年までの児童・
生徒、中学校を卒業し高校進学をめ
ざす人
【参加費】　１回200円（プリント代）
◆「ささゆり教室」ボランティアス
タッフ募集（随時募集）
【活動時間】　毎週土曜日（祝日を除
く。）午後１時 45 分～４時
【活動条件】　高校生以上、資格や経
験は問いません。
※市内在勤の教職員を除く。
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会　☎ 22-9629
　市民生活課
　☎ 22-9702 　FAX 22-9641

学習支援教室「ささゆり」
参加者募集

募集

○中森　淳子さん（小田町 104）
○大薮　勢津子さん（東谷 42）
　人権の大切さを広めるための啓発
活動や、人権相談、人権侵害の未然
防止などに取り組んでいただきます。
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　FAX 21-1891

◆新任の人権擁護委員さん

　８ページの答え　①植物
　門人の李下から贈られた庭の
植物。バショウがよく茂ったこ
とから草庵が芭蕉庵と名づけら
れ、俳号も「芭蕉」と名乗るよ
うになりました。
※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
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10広報いが市 2015 年（平成 27 年） ４月 15 日号11 広報いが市 2015 年（平成 27 年） ４月 15 日号

子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

※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（こども家庭課内）　☎ 22-9665　FAX 22-9666

赤ちゃんの健診と相談（５月分）

１歳６カ月児健診    ５月 19 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。

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ５月 12 日（火） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

   ５月 28 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分

乳幼児相談

   ５月  ７日（木） 午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター 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
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016 

   ５月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
   ５月 19 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ５月 20 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分
いがまち保健福祉センター
青山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）

① 11 日㈪・12 日㈫・18 日㈪・19 日㈫・25 日㈪・26 日㈫
　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば・誕生会・育児講話】　
② 13 日㈬・16 日㈯・20 日㈬・22 日㈮・29 日㈮
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
※すべて利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 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）

22 日㈮　午前９時 45 分～　【開所式】
※利用料 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7

　☎ 21-2425）

① 11 日㈪（４～９カ月）・18 日㈪（10 カ月～１歳半） 　
　【エンジェルサークル】　みんなで楽しくお遊び会　＊予約制
② 25 日㈪　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定】
③８日㈮　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
＊①～③：午後２時～
④７日㈭・21 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　14 日㈭・28 日㈭　（ハイハイ～ 11 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 15 日㈮　午前 10 時～　＊予約制
　【食育教室もぐもぐ】　季節の野菜を使った簡単クッキング
② 25 日㈪　午前 10 時 30 分～　（小田地区市民センター）
　【キラキラ出前講座】　親子ふれあいあそび
③ 29 日㈮　午後２時～　
　【キラキラBaby】　口の中の衛生について

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）

① 21 日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
② 25 日㈪　午前 10 時 15 分～
　【誕生会】　５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）

26 日㈫　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　親子で体を動かそう

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）

27 日㈬　午前 10 時 30 分～　
【みんな集まれ！】　手あそび・読み聞かせ

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）

①８日㈮　【おたのしみひろば】　げんきっこあつまれ
② 12 日㈫　【子育てひろば】　お口の衛生教室
③ 29 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）

① 14 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳）
② 21 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　（２歳以上）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

子育て支援のための教室・遊び場の開放（５月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育運動教室「げんきっず」 ５月 21 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）☎ 22-9653
０歳児サロン ５月  ７日（木） 午後２時～３時


