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　４ページの答え　
④『愛知県岡崎市』
　服部半蔵が伊賀から一族郎党
と集団移住した町です。
※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

手話奉仕員養成講座受講者募集

　市では、日常会話程度の手話表現
技術を習得し聴覚障がい者の支援者
として活動していただける手話奉仕
員の養成講座を開催します。
【と　き】　すべて土曜日の午後１時
～４時 15分
※全 27回（53講座）
※予備日（１日）も含めて記載して
　います。
○５月 13日・20日・27日
○６月３日・10日・24日
○７月８日・15日・22日
○ 8 月５日・12日・19日
○９月２日・９日・30日
○ 10 月７日・21日・28日
○ 11 月４日・25日
○ 12 月 16日
〈平成 30年〉
○１月６日・13日・20日
○２月 10日・17日・24日
○ 3 月 10日
【ところ】　名張市防災センター　２階
防災研修室（名張市鴻之台１番町２
番地　名張消防署内）
【対象者】　全 53講座のうち 37講
座以上受講でき、講座終了後、手話
奉仕員として活動していただける人
【定　員】　20人程度
【受講料】　3,240 円（テキスト代）
【申込期限】　４月 17日㈪
【申込先・問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

　市では、京都府笠置町・南山城
村との間で、伊賀・山城南地域
への定住を促進するため、昨年
10月４日にそれぞれの自治体と
定住自立圏形成協定を締結しま
した。
　現在、協定書に基づく健康福祉
や産業振興、公共交通などの連携
事業を記載した伊賀・山城南定住
自立圏共生ビジョンの策定を進め
ています。
　今回、伊賀・山城南定住自立圏
共生ビジョン中間案を取りまとめ
ましたので、市民の皆さんのご意
見を募集します。
【募集内容】
　伊賀・山城南定住自立圏共生
ビジョン中間案に対するご意見
【閲覧場所】
①市ホームページ　②総合政策
課　③各支所振興課　④各地区
市民センター
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見の
件名を記入し、ご意見（「該当箇
所」とそれに対する「意見内容」）
を記載の上、郵送・ファックス・
Ｅメール・持参のいずれかで提出
してください。
※ご意見は、伊賀・山城南定住自
　立圏共生ビジョン策定の検討
　資料とし、市の意見と併せて
　市ホームページで公表します。
※個別の回答はしません。
※いただいた意見書などは返却
　しません。
【提出期限】
　４月 14日㈮　※必着
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116番地
　伊賀市企画振興部総合政策課
　☎ 22-9620　ＦＡＸ 22-9672
　　sougouseisaku@city.iga.
lg.jp
※持参の場合は、各支所振興課で
　も受け付けます。

伊賀・山城南定住自立圏
共生ビジョン中間案

（ご意見）を　　　します募集
パブリックコメント 危険物取扱者試験・

予備講習会
募集

◆危険物取扱者試験（前期）
【と　き】　６月 11日㈰
○乙種４類
　午前10時～正午・午後１時30分
～３時 30分
○丙種
　午前 10時～ 11時 15分
【ところ】
　伊賀市勤労者福祉会館（上野丸之
内 182番地の３）
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
　る願書に必要事項を記入の上、郵
　送してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②（一財）消防試験研究センターのホー
　ムページから申請してください。
　http://www.shoubo-shiken.or.
jp/branch/23mie/index.html
【申込期間】　　
①願書：４月 13日㈭～ 24日㈪
②ホームページ：４月10日㈪　午前
　９時～21日㈮　午後５時
【申込先・問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター三重
県支部　☎ 059-226-8930
◆危険物取扱者試験予備講習会
【と　き】　５月 12日㈮
　午前９時～午後５時
【ところ】
　消防本部　３階研修室（緑ケ丘東
町 920番地）
【定　員】　80人
【申込期間】
　４月 17日㈪～ 28日㈮
　平日の午前８時 30分～午後５時
15分　　　　　　　
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ 24-9111

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

菜の花まつり催し

　菜の花プロジェクトの一環とし
て、菜の花を見て、食べて、楽しめ
るイベントを開催します。
【と　き】　４月９日㈰
　午前 10時～午後２時 30分
【ところ】
　大山田B&G海洋センター　駐車場
【内　容】　菜種油を使用した各種飲
食・販売ブースなど
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　ＦＡＸ 43-2313
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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赤ちゃんの健診と相談（４月分）

１歳６カ月児健診    ４月 11 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）    ４月 13 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）

乳幼児相談

   ４月 12 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
 青山保健センター　☎ 52-2280
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016

   ４月 14 日（金） 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）

   ４月 19 日（水） 午前 10 時～ 11 時 青山子育て支援センター
   ４月 21 日（金） 午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター
   ４月 24 日（月） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
   ４月 27 日（木） 午前 10 時～ 11 時 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 10 日㈪・11 日㈫・17 日㈪・18 日㈫・24 日㈪・25 日㈫
　午前 10 時～　【すくすくひろば】　誕生会・ふれあいあそびなど
② 8 日㈯・12 日㈬・14 日㈮・19 日㈬・21 日㈮
　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４時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7

　☎ 21-2425）

①３日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 21 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①②：午後２時～
③ 13 日㈭・20 日㈭・27 日㈭　（３カ月～ハイハイするまで）
　６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～
　【ぴよぴよBaby】　ベビーマッサージとママサロン
② 24 日㈪　午前 10 時 30 分～　（小田地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など
③ 25 日㈫　午後２時～
　【すくすくBaby】　抱っこのおはなし　＊予約制

月～金曜日、第３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）

９日㈰・23 日㈰　午前９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）

第２・４日曜日
午前９時～午後３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 20 日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
②７日㈮・14 日㈮・21 日㈮・28 日㈮
　【らぶらぶひろば】　プレイルームであそぼう
③ 24 日㈪　午前 10 時 15 分～
　【誕生会】　４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）

27 日㈭　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　歯科相談

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）

①７日㈮　午前 10 時 30 分～
　【ママのシェイプアップクラス】　＊予約制
② 25 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 11 日㈫　【おたのしみひろば】　いらっしゃいおともだち
② 21 日㈮
　【えほんとせいさくひろば】　読み聞かせとカレンダーづくり
＊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）

①４日㈫　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 13 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 20 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

※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（４月分）（対象者：乳幼児と保護者）


