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　８ページの答え　
②『大和猿楽』
　能楽は、平安時代に演じられ
ていた「猿楽」や田植えの神事
芸から発達した「田楽」が元に
なっています。観阿弥は、幼年
期に大和猿楽の師に預けられた
といわれています。
※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

初心者狩猟免許取得
予備講習会・狩猟免許試験

募集

◆初心者狩猟免許取得予備講習会
【と　き】　
①７月２日㈯　②７月 23日㈯
①②とも午前９時～
※いずれか１回を受講
【ところ】　三重県総合文化センター
（津市一身田上津部田 1234番地）
【対象者】　満 20歳以上の人
【定　員】　各 100人　※先着順
【受講料】　　　
○猟友会会員：5,000円　
○猟友会会員外：13,000 円
【申込方法】　農林振興課・各支所振
興課にある申込用紙に必要事項を記
入の上、受講料を添えて㈳三重県猟
友会へ持参または郵送（現金書留）
でお申し込みください。
【申込期限】　
①６月 24日㈮　②７月 15日㈮
【申込先】　〒 514-0003
　津市桜橋１丁目 104番地
　三重県林業会館内㈳三重県猟友会
　☎ 059-228-0923
　FAX 059-228-0988
【問い合わせ】　三重県猟友会伊賀支
部（農林振興課内）
　☎ 43-2303　FAX 43-2313
◆狩猟免許試験
【免許の種類】　網猟・わな猟・銃猟
（第１種・第２種）
【と　き】　①７月７日㈭　②７月
31日㈰　③９月３日㈯（わな猟のみ）
いずれも午前９時 50分～午後５時
【ところ】　①三重県総合文化セン
ター（津市一身田上津部田 1234
番地）　②三重県吉田山会館（津市
栄町１丁目 891番地）　③三重県庁
講堂棟講堂（津市広明町 13番地）
【受験手数料】　１つの免許につき　
○初心者：5,200 円　
○免許取得者：3,900 円
【試験科目】
　知識試験・適性試験・技能試験
【提出書類】　狩猟免許申請書・受験
票・医師の診断書など・住民票抄本
【申込期限】　①６月 29日㈬　②７
月 21日㈭　③８月 25日㈭
いずれも午後５時まで
　申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。
【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀農林商工環境事務所　
森林・林業室林業振興課
　☎ 24-8142　FAX 24-8112

家畜保健衛生対策に
対して助成します

募集

【対　象】
　市内に住所がある次の農家・組合
○肉牛・乳牛・種豚・肉豚小規模飼
　養農家
○小規模飼養農家で構成される肥育
　組合と酪農組合
【対象家畜】　和牛・乳牛・豚
【対象病名】
①牛ヘモフィルス・ソムナス感染症
予防注射
②牛伝染性鼻気管炎（IBR）予防注射
③三種混合ワクチン予防注射
④結核病・ブルセラ病検査
⑤ヨーネ病検査
⑥アカバネ病予防注射
⑦四種混合ワクチン予防注射
⑧異常産三種混合ワクチン予防注射
⑨五種混合ワクチン予防注射
⑩豚丹毒・肺炎混合
⑪AR（萎縮性鼻炎）
⑫ SEP（流行性肺炎）
⑬日本脳炎
【助成金額】
○牛
　予防注射に要する事業費の 15％
○豚
　予防注射に要する事業費の 10％
※事業費の千円未満は切り捨て
※申請多数の場合、予算内で調整
【申請方法】
　所定の申請書・事業計画書などに
記入の上、郵送または持参で提出し
てください。書式は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
【申請期限】
　５月 31日㈫
【申請先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128番地
　伊賀市産業振興部農林振興課
　☎ 43-2302　FAX 43-2313

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617

ご意見をお聞かせください

生
い の ち

命の駅伝ランナー募集

　がん研究の重要性を啓発し、がん
研究に役立てるための募金箱を回収
して走るランナーを募集します。
　詳しくは、お問い合わせください。
【と　き】　6 月 15日㈬　午前 9時
【ところ】　名張市立病院
【行　程】
　名張市立病院（出発）→ハイトピ
ア伊賀多目的広場→鈴鹿回生病院
※途中、電車などを利用
【参加費】　1,000円
※寄付されます。
【応募方法】　電話・事務局へ来庁
※郵送では受け付けません。
【応募条件】　
①原則、名張市立病院から鈴鹿回生
病院まで完走できる走力がある人と
しますが、コースの一部を走ること
もできます。（走行距離約 30km）
※途中で電車などを利用するため、
　別途、運賃 1,000 円程度必要
② 6分／ km程度のペースで走る
ことができる人
※伴走車がつきますが、走行中の疾
　病などはすべて自己責任としま
　す。走る前に誓約書を書いていた
　だきます。手荷物は伴走車に預け　
　ることができます。
※スタート地点、それぞれの立ち寄
　り先から出発地点までの回送、ゴ
　ール後の回送は行いません。
※キャンセルはできる限り前日（６
　月 14日㈫の午後５時）までに連
　絡してください。当日、コースの
　各地点に集合できない場合はキャ
　ンセルとみなします。
【応募期間】
　５月25日㈬～６月10日㈮
　午前８時30分～午後５時
※土・日曜日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内500番地　
　伊賀市健康福祉部健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666
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赤ちゃんの健診と相談（６月分）

１歳６カ月児健診    ６月 14 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。

   ６月 16 日（木） 午後１時～１時 30 分 青山保健センター

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ６月 ９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）

   ６月 16 日（木） 午後２時～２時 30 分 青山保健センター

乳幼児相談

   ６月 ２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
（ハイトピア伊賀　４階） 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 

   ６月 ８日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター

   ６月 15 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

   ６月 20 日（月） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
   ６月 21 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

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）

①６日㈪・７日㈫・13 日㈪・14 日㈫・20 日㈪・21 日㈫・27 日㈪・
28 日㈫　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　誕生会・ふれあいあそびなど
②１日㈬・４日㈯・８日㈬・15 日㈬・17 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。

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）

23 日㈭・24 日㈮　午前９時 45 分～　
【七夕まつり】　笹飾り作りとコーナーあそびなど　
※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 10 日㈮（４～９カ月）・17 日㈮（10 カ月～１歳半）
　【エンジェルサークル】　たなばた会
② 13 日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
③ 24 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④２日㈭・16 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　９日㈭・23 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）

①２日㈭　午後２時 30 分～　【キラキラ０歳児サロン】
② 17 日㈮　午後２時～　【キラキラBaby】　こころがほっこり
③ 27 日㈪　午前 10 時 30 分～　（猪田地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など
④ 30 日㈭　午前 10 時～　＊予約制（受付：６月 16日㈭～）
　【食育事業もぐもぐ】　季節の食材を使った簡単クッキング

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）

①１日㈬　午前 10 時～　＊予約制（受付：5月 16日㈪～）
　【親子ふれあいクッキング】　季節の野菜を使った簡単クッキング
②２日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
③３日㈮・10 日㈮・17 日㈮・24 日㈮　【らぶらぶひろば】
④ 27 日㈪　午前 10 時 15 分～　【誕生会】　６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～　
【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）

23 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）

① 10 日㈮　【子育てひろば】　のびっこ教室
② 13 日㈪　【おたのしみひろば】　リズムであそぼう
③ 27 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）

①１日㈬　 【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②９日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 16 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）

12 日㈰・26 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（６月分）（対象者：乳幼児と保護者）


