◆ 第 69 回芭蕉祭式典で演奏していただく参加者をボランティアで募集します

「芭蕉祭市民バンド」参加者
しの

俳聖松尾芭蕉の遺徳を偲
び、毎年 10 月 12 日に芭蕉
祭を開催しています。

【問い合わせ】文化交流課
☎ 22-9621 ＦＡＸ 22-9694

【練習日】 ５月 22 日㈮、６月 19 日㈮、７月 10 日㈮、
８月７日㈮・28 日㈮、９月 18 日㈮、10 月２日㈮・

中学・高校時代に吹奏楽
をやっていたけれど、社会
人になるとなかなか活動機

10 日㈯
※ 10 月２日㈮と 10 月 10 日㈯は芭蕉祭市民合唱団
と合同で練習します。
【練習時間】

に来たけれどどこかでバン
ド活動したいと思っている人、ぜひこの機会にもう一
度楽器を演奏してみませんか。

【練習場所】 上野西小学校 多目的ホール
※５月 22 日㈮はハイトピア伊賀４階多目的室、10
月 2 日㈮は上野西小学校体育館、10 月 10 日㈯は
ハイトピア伊賀５階多目的大研修室で行います。

会に巡り会えない人、昔吹
いていた楽器が眠っている
という人、転勤などで伊賀

皆さんの参加をお待ちしています。
【式典日時】 10 月 12 日（月・祝）
午前９時 25 分～ 11 時 30 分（予定）
【式典会場】 上野公園俳聖殿前広場
【対象者】
18 歳以上（高校生を除く）で練習・式典に参加で
きる人
※親子などで参加の場合は 18 歳未満でも可
【募集パート】
フルート・オーボエ・バスーン・クラリネット・サキ
ソフォン・トランペット・ホルン・トロンボーン・ユー
フォニューム・バスチューバ・パーカッション・コント
ラバス

午後７時 30 分～８時：ウォーミングアップ
午後８時～９時 30 分：合奏練習（途中休憩あり）

【演奏曲】
「芭蕉さん」
「芭蕉翁讃歌」
「芭蕉」
「奥の細道」など
※芭蕉祭市民バンドの演奏にあわせて「芭蕉さん」で
は芭蕉祭子ども合唱団が斉唱、
「芭蕉翁讃歌」
「芭蕉」
「奥の細道」では芭蕉祭市民合唱団が合唱します。
【申込方法】 郵送・電話・ファックス・Ｅメール
【申込先】
〒 518-8501 伊賀市上野丸之内 116 番地
企画振興部文化交流課
bunka@city.iga.lg.jp
※ファックス・Ｅメールの場合は住所・氏名・年齢・
電話番号・希望するパート・楽器演奏経験の有無・
楽器所有の有無を記載してください。

◆ 図書館の運営に対してご意見をいただける人を募集します

図書館協議会委員募集

図書館は、誰でも自由に利用することができ、さま
ざまな学習活動を通じて、生活を豊かにする社会教育

施設です。
市民の意見を反映した図書館の運営を推進するた
め、図書館協議会委員を募集します。
【募集人数】 ２人以内

【応募資格】
①市内在住で、８月１日現在で満 18 歳以上 70 歳未
満の人
②市が設置する審議会や市の附属機関の委員でない人
③市議会議員・市職員でない人

【任
【報

期】 ８月１日～平成 29 年７月 31 日
酬】 6,000 円／日 ※市の規定に基づく。

【問い合わせ】上野図書館
☎ 21-6868 ＦＡＸ 21-8999

【応募方法】

応募動機を 800 字以内 ( 様式は自由 ) にまとめ、
住所・氏名（ふりがな）・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。

【選考方法】 作文審査・面接
※委員の構成比率などを総合的に考慮して決定します。
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】 ６月 19 日㈮ 必着
【応募先】

〒 518-0873 伊賀市上野丸之内 40 番地の 5
上野図書館
ueno-tosho@city.iga.lg.jp
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◆ 出産後の体調や育児に対する不安があるお母さんを支援します

産後ケア事業をはじめます
市では、出産後から途切れない母子支援を行うた

【問い合わせ】健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

要となった場合は、その時点で対象外。)

め、出産後の体調や育児に対する不安がある時期に、
育児支援を必要とする母子を対象に産後ケア事業を
実施します。

※利用日数は、サービスを組み合わせて７日以内です。
（宿泊型は３日以内です。）連続していなくてもかま
いません。

お知らせ

《対象者》 伊賀市に住民票があり、次の全てにあては
まる出産後おおむね 4 カ月までの母と子ども
○体調不良や育児不安がある人
○家族などから家事・育児などの十分な援助が受けら

※託児を目的とした事業ではありません。また、対象
者以外へのサービスは含まれていません。
※生活保護世帯は無料。ただし、生活保護受給証明書
が必要です。

れない人
○専門的な医療が必要ない人 ( 利用後に医療対応が必

担当者との面接・サービス提供機関との調整の上で
の利用となりますので、早めにご相談ください。

《産後ケア事業の内容》
催 し

事業（サービス名）
宿泊型

※市内の産婦人科に宿泊

通所型

※市内の産婦人科に通所
日中のおおむね 8 時間程度

募 集

訪問型

※対象者宅へ助産師が訪問
日中のおおむね２～３時間

主な内容
１日３食（初日は２食）
母体ケア・育児相談など
１日１食
母体ケア・育児相談など

母体ケア
育児相談など

自己負担額

１泊２日：5,000 円
＊宿泊開始日
その後１日ごとに 2,500 円 月～土曜日（休業日 12 月 29
追加
日～１月３日）

子
子育
育て
て支
支援
援・
・無
無料
料相
相談
談

男 女 共 同 参 画 フ ォ ー ラ ム「 い き い き 未 来 い が
2015」を開催します。

【と き】 ６月 13 日㈯
【ところ】 ふるさと会館いが

【内 容】
○いきいき広場 正午～午後１時
登録団体による活動展示や作品などの販売
○オープニングイベント 午後１時～１時 20 分
ダンスグループ「スタジオ OOZE」によるパフォー
う

ー

ず

マンス
○講演会 午後１時 30 分～ 2 時 30 分
「だから必要 ! 男女共同参画」
講師：東京未来大学 准教授 石阪 督規さん
○パネルディスカッション
午後２時 40 分～３時 30 分
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月～金曜日
午前９時～午後５時
（休業日：日曜日、祝日、
12 月 29 日～１月３日）

2,500 円／日

月～金曜日
午前９時～午後５時
( 休業日：土・日曜日、祝日、
12 月 29 日～ 1 月３日 )

500 円／回

◆ 女性も男性も共にいきいきと生きられる社会をめざして

いきいき未来いが 2015

実施日など

【問い合わせ】人権政策・男女共同参画課
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9666
と

も

テーマ：「私が変える !! 女男に輝ける社会」
パネリスト：

上野南中学校長 加納 圭子さん
青山小学校 PTA 会長 神山 幸久さん
共同技術コンサルタント 柘植 美智代さん

○わくわくランド
午後１時 30 分～３時 30 分
バルーンアート体験・生け花体験・ゲームコーナーなど。
（小学生以上の子どもたちだけで参加できます。）

【託 児】 無料
申込期限：６月５日㈮
定員：10 人程度
※事前申し込み必要

【申込先】
男女共同参画センター（人権政策・男女共同参画課）

