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　５ページの答え　
①『東軍』
　関ヶ原の戦いのおり、筒井定
次は、徳川家康に従い東軍に加
わりました。因

ちな

みに石田三成の
挙兵に応じたものを、西軍と呼
びます。
※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

人権啓発・人権教育研修会
などの参加費用を助成します

募集

　全国規模の人権啓発・人権教育研
修会、講演会に参加して、さまざま
な人権問題について学べる機会を提
供し、参加費用を助成します。
【とき・内容】
①部落解放第60回全国青年集会・
　部落解放第 48回全国高校生集会
　合同集会
　８月 20 日㈯・21 日㈰
　受付：６月 20 日㈪～７月 28 日㈭
②部落解放研究第 50回全国集会
　10 月 18 日㈫～ 20 日㈭
　受付：８月 18 日㈭～９月 26 日㈪
③第 68回全国人権・同和教育研究
　大会
　11 月 26 日㈯・27 日㈰
　受付：９月 26 日㈪～ 11 月２日㈬
④第 39回全国人権保育研究集会
　平成 29 年２月 25 日㈯・26 日㈰
　受付：12 月 22 日㈭～平成 29 年
　２月２日㈭
⑤第 31回人権啓発研究集会　
　平成 29 年２月２日㈭・３日㈮
　受付：12 月２日㈮～平成 29 年１
　月 12 日㈭
※申し込みはすべて受付の最終日必着
【ところ】
①鳥取市（鳥取市民会館など）
②奈良市（奈良市中央体育館など）
③大阪市　※会場未定
④宇治市（宇治市文化センターなど）
⑤名古屋市（名古屋国際会議場など）
【対象者】
　市内在住で、後日レポートを提出
いただける人
【定　員】　若干名
【申込方法】
　電話・ファックス
【申込先・問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

部落解放・人権大学講座募集

【とき・内容】
◆第１回：８月 26 日㈮
　「なぜ、人権問題を学ぶのか」
　講師：伊賀市人権生活環境部
　部長　大橋　久和
◆第２回：９月 30 日㈮
　「差別をなくす社会システム」
　講師：近畿大学
　教授　北口　末広さん
◆第３回：10 月 27 日㈭
　「なぜ、子どもたちはネットモラ
ルを犯すのか？」
　講師：反差別・人権研究所みえ
　調査研究員　中村　尚生さん
◆第４回：11 月 25 日㈮
　「差別意識のカラクリ」
　講師：近畿大学人権問題研究所
　教授　奥田　均さん
◆第５回：12 月 22 日㈭
　「心の窓を少し開くことから～好
感、共感、親近感が人権力を育む～」
　講師：関西外国語大学
　教授　明石　一朗さん
※すべて午後７時30分～９時30分
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　大会議室
【対象者】　全 5 回受講できる人
※過去に修了した人は受講できません。
【定　員】　80 人　※先着順
【申込方法】　電話・ファックス
【申込期限】　7 月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288

俳句の
ユネスコ登録をめざして
～有馬朗人さん講演会～

募集

　俳句のすばらしさをもっとたくさ
んの人に知ってもらうため、関係団
体と連携し、ユネスコ無形文化遺産
への登録をめざして取り組みます。
　この取り組みの第一歩として、国
際俳句交流協会の有馬朗人会長や、

（公社）俳人協会の鷹羽狩行会長、国内
の俳句関連主要団体の代表者らが伊
賀の地に集結し、ユネスコ登録に向
けて協議を行うことになりました。
　これを受けて、有馬朗人さんから

「芭蕉さんのどんなところが偉人で
あるのか」などを解説いただく記念
講演会を開催します。
【と　き】
　７月 23 日㈯　午前 10 時～
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
【講　師】　国際俳句交流協会　会長
　有馬　朗人さん
【演　題】　「東洋とくに日本の詩と、
西洋の詩」
【申込方法】　往復はがき（１人１通）
※応募者多数の場合は抽選。

【申込期限】　７月７日㈭　※必着
【申込先・問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9694

伊賀・税ウォッチング募集

【と　き】　７月 28 日㈭　
【ところ】　陸上自衛隊明野駐屯地
　集合場所：名張市役所・青山北部
公園・ハイトピア伊賀・大山田アニー
ズ・伊賀ドライブイン
【対象者】　伊賀市・名張市在住の小
学校６年生
【定　員】　40 人
※応募者多数の場合は抽選
【申込期限】　６月 23 日㈭　午後５時
※集合・解散時間、申込方法について
　詳しくはお問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】
　（一社）伊賀法人会事務局
　☎ 24-5774　FAX 24-5796
　　igahojin@e-net.or.jp
【問い合わせ】　課税課
　☎ 22-9614　FAX 22-9618

≪往復はがきの記入事項≫
○往信面（表）
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画振興部文化交流課
○往信面（裏）
　「記念講演会参加希望」
　申込者の①郵便番号②住所③氏名
○返信面（表）
　申込者の①郵便番号②住所③氏名
○返信面（裏）
　何も記入しないでください。

　

●６月 29日（水）
　午前 10時～ 11時 20分
　午後０時 30分～

３時 30分
　ハイトピア伊賀
●７月 10日（日）
　午前 10時～ 11時 30分
　午後１時～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内
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赤ちゃんの健診と相談（７月分）

１歳６カ月児健診 　 ７月    ５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。

３歳児健診
（３歳６カ月児）

　 ７月    ７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）７月 28 日（木）

乳幼児相談

７月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
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

７月 14 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）

７月 19 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

７月 20 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

７月 22 日（金） 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）

① 11 日㈪・12 日㈫・19 日㈫・20 日㈬・25 日㈪・26 日㈫
　＊すべて午前 10 時～　【すくすくひろば】　音楽あそび　など
②８日㈮・13 日㈬・16 日㈯・22 日㈮・27 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）

21 日㈭・22 日㈮　午前９時 45 分～
【夏のあそび】　しゃぼん玉あそび・ミニプールあそび　など
※タオルと着替えを持参してください。

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㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 15 日㈮（４～９カ月）・22 日㈮（10 カ月～１歳半）
　【エンジェルサークル】　赤ちゃんの虫歯予防
③ 29 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】　
＊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～ 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 14 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 15 日㈮　午後２時～　＊予約制（受付：７月 1日㈮～）
　【キラキラBaby】　赤ちゃん体操・防災頭きんを作ろう
③ 25 日㈪　午前 10 時 30 分～　（依那古地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など
④ 28 日㈭　午前 10 時～　＊予約制（受付：７月 14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㈮・８日㈮・15 日㈮・22 日㈮・29 日㈮
　【らぶらぶひろば】　プレイルームであそぼう
②５日㈫　午前 10 時～　【ベビーダンス】　＊予約制
③７日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おはなしひろば“わくわく”】（未就園児と保護者など）
④ 25 日㈪　午前 10 時 15 分～　【誕生会】　７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）

29 日㈮　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　歌＆リズム

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）

28 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）

①５日㈫　【おたのしみひろば】　みんなでたなばた
② 22 日㈮　【子育てひろば】　親子交通安全教室
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）

①６日㈬　 【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 14 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 21 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）

10 日㈰・24 日㈰　午前９時～午後３時
【子育て相談】・【からだ育て事業】　「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（７月分）（対象者：乳幼児と保護者）


