募集

災害時要援護者宅
家具固定事業

募集

緊急間伐・搬出間伐推進事業

市内の森林の適正管理や間伐材の
市では、災害時に支援が必要なひ
搬出を推進することを目的に、一定
とり暮らしの高齢者や高齢者のみの
の条件を満たす間伐や搬出などを行
世帯、障がいのある人のみの世帯を
う森林所有者へ間伐本数に応じて補
対象に、三重県建設労働組合上野支
助金を交付します。
部の組合員が訪問し、無償で固定金 【申請要領】 緊急間伐・搬出間伐推
具を家具に取り付けます。
進事業補助金交付要綱に基づき、交
災害に備えて、身の周りの家具を
付決定日から１月末日までの間に一
定の条件を満たす間伐を募集します。
確認してみませんか。
【補助金の額】（１本当たり）
【実施日】 ９月６日㈰・27 日㈰
○林令がおおむね 26 ～ 35 年生
【募集件数】 50 件（予定）
搬出間伐：184 円
※ 1 軒につき家具３つまで固定し
切捨て間伐：86 円
ます。
○林令がおおむね 36 ～ 60 年生
【対象者】
市内在住の 65 歳以上の人 ( 平成
搬出間伐：263 円
27 年９月１日現在 ) のみの世帯・
切捨て間伐：123 円
身体障害者手帳１・２級、療育手帳 【申請方法】 農林振興課・各支所振
A1・A2 の交付を受けている人の
興課（上野支所を除く）・伊賀森林
みの世帯
組合にある申請書に必要事項を記入
の上、郵送か持参で提出してください。
※以前にこの事業を利用した世帯や
市税の滞納がある世帯は実施でき 【申請期限】 6 月 15 日㈪
ません。
※交付条件など、詳しくはお問い合
【申込方法】
わせください。
建築住宅課にある申込用紙に必要 【申請先・問い合わせ】
事項を記入し、押印の上、郵送か持
〒 518-1395
参で提出してください。
伊賀市馬場 1128 番地
※申込用紙は、市ホームページから
伊賀市産業振興部農林振興課
もダウンロードできます。
☎ 43-2301 ＦＡＸ 43-2313
【申込期限】 ５月 29 日㈮
【申込先・問い合わせ】
募集 産後ママ親子ヨーガ教室
〒 518-1395
インストラクターの指導のもと、
伊賀市馬場 1128 番地
親子でヨーガを体験し、日常の子育
伊賀市建設部建築住宅課
てに生かしませんか。
☎ 43-2330 ＦＡＸ 43-2332
ぜひご参加ください。
【と
き】
募集 伊賀地域ミニ人権大学講座
６月２日㈫ 午前 11 時～正午
助成金 【ところ】
【内 容】 研修会などの講師謝金の
青山保健センター運動施設
経費に対し助成します。
【内 容】 親子ヨーガ
※複数回の申し込み可能。ただし、 【対象者】
総額 3 万円まで。
産後３カ月～ 1 年までの母と子
※実績報告などが必要です。
【持ち物】
【対 象】 同和問題をはじめとする
室内用運動靴・運動できる服装・
あらゆる人権に関する研修会などで
飲み物
参加者が約 25 人以上のもの
【定 員】 15 人 ※先着順
【定 員】 14 団体程度 ※先着順
【参加費】 500 円 ( 施設入館料 )
【申込期間】
※施設を初めて利用する人は、利用
講習会を受講してください。(当日可)
5 月 18 日㈪～ 12 月 18 日㈮
詳しくはお問い合わせください。
※延長する場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 【申込開始日】
５月 20 日㈬ ※電話予約制
【申込先・問い合わせ】
【申込先・問い合わせ】
三重県伊賀地域防災総合事務所
青山保健センター
地域調整防災室総務生活課
☎ 52-2280 ＦＡＸ 52-2281
☎ 24-8137 ＦＡＸ 24-8010

募集

ウェルカムベビー教室

妊婦さんはもちろん、赤ちゃんの
お世話をする家族も一緒にご参加く
ださい。
【と き】
６月 14 日㈰ 午前 10 時～正午
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】
○妊婦体験（家族対象）
○沐浴体験
○情報交換会 など
【対象者】 妊婦とその家族（夫、母など）
【定 員】 15 組 ※先着順
【持ち物】 母子健康手帳
【申込開始日】 ５月 22 日㈮
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
☎ 22-9653 ＦＡＸ 22-9666

募集

市民夏の
にぎわいフェスタ 2015
「楽市・楽座」出店・参加者

【と き】
８月 23 日㈰ 正午～午後９時
【ところ】 上野銀座通り・本町通り・
中之立町通りの一部
○楽市 ( 飲食販売・フリーマーケッ
トなど）
募集数：160 ブース ※先着順
出店料：6,000 円／ブース
（ １ ブ ー ス： 間 口 3.0m × 奥 行
2.0m）
※実施委員会で用意する照明以外の
電気器具を使用する場合は別途電
気使用料 1,000 円が必要です。
○楽座 ( ダンス・バンド・パフォー
マンス・各種展示・PR 活動など )
参加料：2,000 円／団体
※ステージを利用する人のみ。
【申込期間】
５月 21 日㈭～６月５日㈮
【申込先・問い合わせ】
市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
☎ 21-0527 ＦＡＸ 24-3857
【問い合わせ】 商工労働課
☎ 22-9669 ＦＡＸ 22-9628
お と ぎ

８ページの答え ④御斎峠
伊賀市新居地区から滋賀県甲
賀市信楽町多羅尾へ抜ける峠です。
※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
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赤ちゃんの健診と相談（６月分）
健診・相談名

健診・相談日

６月 9 日 （火）
１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

６月 30 日（火）
６月 25 日（木）
６月 18 日（木）
６月 25 日（木）
６月 ４日（木）

お知らせ

乳幼児相談
６月 10 日（水）
育児相談・栄養相談 ６月 16 日（火）
※母子健康手帳を
ご持参ください。 ６月 17 日（水）
６月 22 日（月）

時

間

場

所

伊賀市保健センター
午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分
（ハイトピア伊賀４階）

対象・内容など
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。

青山保健センター
伊賀市保健センター
午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分
（ハイトピア伊賀４階）
午後２時～２時 30 分
青山保健センター
午前 10 時～ 11 時
伊賀市保健センター
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 （ハイトピア伊賀４階）
【問い合わせ】
午前 10 時～ 11 時 30 分
阿山保健福祉センター
健康推進課 ☎ 22-9653
午前 10 時～ 11 時 30 分
大山田保健センター
いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
午前 10 時～ 11 時 30 分
いがまち保健福祉センター 青山保健センター ☎ 52-2280
午前 10 時～ 11 時 30 分
青山子育て支援センター
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
午後１時～１時 30 分

子育て支援のための教室・遊び場の開放（６月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育運動教室「げんきっず」
０歳児サロン

６月 26 日（金） 午前 10 時～ 11 時
６月 ４日（木） 午後２時～３時

催

施設名

伊賀市保健センター（ハイトピア伊賀４階）☎ 22-9653

遊びの教室

遊び場の開放

し
募 集
子育て支援・無料相談

①１日㈪・２日㈫・8日㈪・９日㈫・15日㈪・16日㈫・22日㈪・23日㈫
＊すべて午前 10 時～ 【すくすくひろば】 誕生会・育児講話
曙保育園『すくすくらんど』
月～金曜日
②３日㈬・６日㈯・10 日㈬・17 日㈬・19 日㈮
曙保育園内
午前 10 時～午後 3 時
（上野徳居町 3272-2
＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-7393） 【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※すべて利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）
ゆめが丘保育所
『おひさま広場』25 日㈭・26 日㈮ 午前９時 45 分～
月～金曜日
ゆめが丘保育所内
【親子教室】 七夕まつり・笹飾りづくりなど
午前 10 時～午後 3 時
（ゆめが丘 5-14-1 ☎ 22-9955） ※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。
）
① 15 日㈪（４～９カ月）・22 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 29 日㈪ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定】
森川病院『エンジェル』
月・水・金・土・日曜日
③ 12 日㈮ 【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
森川病院内
正午～午後 5 時
（上野忍町 2516-7
＊①～③：午後２時～
＊事前にお電話ください。
☎ 21-2425）④４日㈭・18 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
11 日㈭・25 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）
①１日㈪ 午前 10 時 30 分～
【公開講座】 手あそび・音楽リズム・人形劇など
② 12 日㈮ 午前 10 時～ ＊予約制
子育て包括支援センター
【食育教室もぐもぐ】 季節の野菜を使った簡単クッキング
月～金曜日、第３土曜日
ハイトピア伊賀４階
③
26
日㈮
午後２時～
午前 9 時～午後 5 時
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
【キラキラ Baby】 ほっこりベビーマッサージ
④ 29 日㈪ 午前 10 時 30 分～（花之木地区市民センター）
【出前講座】 親子ふれあい体操
① 18 日㈭ 午前 10 時 30 分～ 【おはなしひろば“わくわく”】
いがまち子育て支援センター
月～金曜日
いがまち保健福祉センター内 ② 22 日㈪ 午前 10 時 15 分～
午前 9 時～午後 5 時
（愛田 513 ☎ 45-1015）
【誕生会】 ６月生まれのおともだち
島ヶ原子育て支援センター
22 日㈪ 午前 10 時～
月～金曜日
島ヶ原地区市民センター併設
【わくわくひろば】 歯科相談
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060）

あやま子育て支援センター

24 日㈬

午前 10 時 30 分～

阿山保健福祉センター内
【みんな集まれ！】 手あそび・読み聞かせ
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）

大山田子育て支援センター
大山田保育園内
（平田 7 ☎ 47-0088）

青山子育て支援センター

さくら保育園併設
（阿保 1152 ☎ 53-0711）

①３日㈬ 【子育てひろば】 夏の健康教室
② 10 日㈬ 【おたのしみひろば】 親子でリトミック
③ 22 日㈪ 【えほんのひろば】 読み聞かせなど
＊すべて午前 10 時～
① 10 日㈬ 【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳）
② 18 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（２歳以上）
＊すべて午前 10 時 30 分～

午前 9 時～午後 5 時
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時
月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

※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
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