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ボランティア・ティーチャー募集

　子どもの学びの意欲を一層高めて
いただく地域の人を募集します。
　伊賀市教育研究センターの人材バ
ンクに登録し、市内の幼稚園、小中
学校の「ボランティア・ティーチャー」
として活動していただきます。
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人
②職業としてその技を駆使している
　人（米作り・野菜作り・理容師・
　美容師など）
③ボランティア・NPOとして活動し
　ている人
④趣味やサークル活動を楽しんでい
　る人（手芸・ゲートボール・将棋・
　囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
　器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
　に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑
　文など）
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
　昆虫・植物・地層など）
⑦科学に関心のある人（おもしろ科
　学実験など）
※随時募集しています。詳しくはお
　問い合わせください。
【問い合わせ】　伊賀市教育研究セン
ター　☎／ＦＡＸ 21-8839
【担当課】　学校教育課

夏休み子ども俳句教室募集

　俳句の日にちなみ、小 ･ 中学生を
対象とした俳句教室を開催します。　
　みんなで俳句づくりに挑戦しま
しょう。
【と　き】　８月 19 日㈯
　午後１時～４時
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
※集合した後、俳聖殿周辺を散策し
　ます。
【講　師】　芭蕉翁献詠俳句児童 ･ 生
徒の部選者
【定　員】　40 人　※先着順
※小学校３年生以下は保護者同伴
【持ち物】　筆記用具・飲み物・タオ
ル・帽子（雨天時は雨具が必要）
【申込方法】　電話で住所・氏名・学
年・電話番号をお伝えください。
【申込期間】
　７月 16 日㈰～ ８月 12 日㈯
【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　☎ 21-2219
【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

中学校卒業程度認定試験募集

　中学校卒業程度の学力があること
を認定するために、国が行う試験で
す。合格した人は、高等学校の入学
資格が得られます。
【と　き】　10 月 26 日㈭
　午前 10 時～午後３時 40 分
【ところ】　三重県庁　講堂棟（津市
広明町 13 番地）
【受験資格】
①病気などやむを得ない事由により、
　保護者が義務教育諸学校に就学さ
　せる義務を猶予または免除された
　人で、今年度末（平成 30 年 3 月
　31 日）までに満 15 歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
　たは免除を受けず、かつ、今年度
　末までに満 15 歳に達する人で、中
　学校を卒業できないと見込まれる
　ことについてやむを得ない事由が
　あると文部科学大臣が認めた人
③今年度末までに満16歳以上になる人
④日本国籍がない人で、今年度末ま
　でに満 15 歳以上になる人
【試験科目】　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）
【願書受付期間】
　８月 21 日㈪～９月８日㈮
※当日消印有効
【問い合わせ】　三重県教育委員会事
務局高校教育課　☎ 059-224-2913
【担当課】　学校教育課

　４ページの答え　
③『笈の小文』
　『野ざらし紀行』は、江戸から
伊賀を経て畿内や各地をめぐっ
て甲斐国を経て江戸に帰る旅の
紀行文。『笈の小文（おいのこぶ
み）』は、江戸から伊賀へ帰り吉
野、奈良、須磨などの歌枕を尋
ねて京に入るまでの旅の紀行文
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

離乳食教室募集

【と　き】　８月１日㈫
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　離乳食後期（３回食）の
話・離乳食の調理と試食
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手拭きタオル・
託児に必要なおもちゃ・オムツなど
【申込方法】　住所・子どもの氏名・
生年月日・参加する保護者の氏名・
電話番号・託児希望の有無を電話・
来庁・ファックスのいずれかでお伝
えください。
【申込受付開始日】　７月 24 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873　
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀　４階　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。

「にっぽん縦断こころ旅」
お手紙募集

募集

　NHK-BS プレミア
ムで「にっぽん縦断 
こころ旅（2017 秋
の旅）」が放送され
ます。
　俳優の火野正平さんが長野県から
鹿児島をめざす中で、視聴者から募
集した手紙を紹介し、その土地を訪
れていきます。
　番組では、旅のルートを決定する
ため、伊賀市内の「忘れられない場
所、風景」にまつわる手紙を募集し
ています。
　採用されれば火野正平さんが伊賀
市を訪れます。
◆三重県での放送予定日
　10 月９日（月・祝）～ 10 月 13 日㈮
【募集内容】
　思い出の場所・風景にまつわるエ
ピソード
【応募方法】
　住所・氏名・電話番号・性別・年
齢を記入の上、番組ホームページの
投稿フォーム、ファックスまたは郵
送のいずれかでご応募ください。
【応募先】
　〒 150-8001
　NHK「こころ旅」係
　ＦＡＸ 03-3465-1327
　番組ホームページ
　http://nhk.jp/kokorotabi
※２次元コードを読み取ると番組ホ
　ームページへアクセスできます。
【応募期限】
　８月 28 日㈪　※必着
【問い合わせ】
　NHK ふれあいセンター
　☎ 0570-066-066
　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ 22-9695



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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※各教室の開催時間は１時間～１時間 30 分程度です。
※参加するときの持ち物など、詳しくは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

赤ちゃんの健診と相談（８月分）

１歳６カ月児健診
   ８月　３日（木） 午後１時～ 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
　健康手帳を持参してください。

   ８月 29 日（火） 午後１時～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ８月 ８日（火） 午後１時～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

   ８月 31 日（木） 午後１時～ 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

   ８月 ４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） 育児相談・栄養相談

※母子健康手帳を持参してください。
【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 

   ８月 ９日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
   ８月 16 日（水） 午前 10 時～ 11 時 青山子育て支援センター
   ８月 18 日（金） 午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター

   ８月 28 日（月）
午前 10 時～ 11 時 島ヶ原子育て支援センター
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）

①７日㈪・21 日㈪・28 日㈪　【すくすくひろば】　夏のあそび
②２日㈬・９日㈬・23 日㈬・30 日㈬
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
＊すべて午前 10 時～

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）

①７日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 18 日㈮（４～９カ月）・21 日㈪（10 カ月～１歳半）
　【エンジェルサークル】　なつまつり
③ 25 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④３日㈭（ハイハイ～ 12 カ月）
　10 日㈭・17 日㈭・24 日㈭・31 日㈭　（３カ月～ハイハイするまで）
　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）

①４日㈮　午後２時 30 分～　【ぴよぴよBaby】　（０～４カ月まで）
　ベビーマッサージとママサロン
② 22 日㈫　午後２時～　
　【すくすくBaby】　（５～ 11 カ月）　防災頭巾をつくろう
＊予約制（受付：８月８日㈫～）
③ 28 日㈪　午前 10 時 30 分～　（久米地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など

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）

27 日㈰　午前 10 時～　夏あそびを楽しもう
【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）

①４日㈮・18 日㈮・25 日㈮　【らぶらぶひろば】
② 17 日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
③ 28 日㈪　午前 10 時 15 分～　
　【誕生会】　８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）

25 日㈮　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　音楽を楽しもう

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）

① 29 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【みんな集まれ！】　絵本を楽しもう !
② 23 日㈬　午前 10 時～
　【たまぴよサロン】（妊婦と１歳６カ月児まで）

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）

①７日㈪　【おたのしみひろば】　＊予約制
　ライトピアおおやまだであそぼう
② 18 日㈮　【えほんとせいさくひろば】
　読み聞かせとカレンダー作り
＊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）

①２日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 10 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 17 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

子育て支援のための教室・遊び場の開放（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）


