募集

初心者狩猟免許取得
予備講習会

【と き】 全て午前９時～
①６月 24 日㈰ ②７月 21 日㈯
③８月４日㈯
※いずれか１回を受講してください。
【ところ】
①②メッセウイング・みえ ２階大
研修室 （津市北河路町 19-1）
③菰野町農村環境改善センター 会
議室 （菰野町潤田 4418）
【定 員】
①②各 120 人 ③ 60 人 ※先着順
【申込期限】
①６月８日㈮ ②７月６日㈮
③７月 20 日㈮
【受講料】
猟友会会員：5,000 円
会員外：13,000 円
【申込方法】 申込用紙に必要事項を
記入の上、受講料を添えて持参また
は郵送（現金書留）で申し込んでく
ださい。
【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
課鳥獣害対策係内）
☎ 43-2303 ＦＡＸ 43-2313
【担当課】 農林振興課
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【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
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

募集

家畜保健衛生対策助成

伝染性疾病を予防し、食肉の安全
を図るため、予防接種などの費用の
一部を助成します。
【対象者】
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組合
【対象家畜】 和牛・乳牛・豚
【対象事業】
家畜伝染病の発生・蔓延等を防止
するための予防注射または検査した
もので、市が指定したもの
【助成金額】
○牛：予防注射・検査にかかる費用の15％
○豚：予防注射・検査にかかる費用の10％
※ 1,000 円未満は切り捨てます。
※申請多数の場合、予算内で調整し
ます。
【申請方法】 市ホームページにある
申請書・事業計画書などに必要事項
を記入の上、郵送または持参で提出
してください。
【申請期限】 ５月 31 日㈭
【申請先・問い合わせ】
〒518-1313 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

募集

点訳ボランティア養成講習会

点字図書の製作に携わる点訳ボラ
ンティアを養成するため、点字の読
み方から点訳の基礎知識・技能の習
得までの講習会を開催します。
【と き】 ６月１日～ 10 月 12 日
の毎週金曜日（全 20 回）
【ところ】 上野点字図書館（上野寺
町 1184 番地の２）
【対象者】
○初めて点訳を学ぶ人
○ 15 回以上出席できる人
○パソコンを使える環境にある人
○講習会終了後も継続して活動に協
力していただける人
【定 員】 10 人程度
【申込方法】 電話
【申込期間】
４月 27 日㈮～５月 18 日㈮
【申込先・問い合わせ】
上野点字図書館 ☎ 23-1141
※日曜日・祝日を除く午前９時～午
後５時
障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662

募集

認定農業者になりませんか

平成30年３月末現在、市では221
人の認定農業者が活躍しています。
皆さんも、認定農業者として地域農業
の中心的役割を担いませんか。
～認定農業者制度～
自ら経営改善に取り組むやる
気と能力のある農業者が、｢農業
経営のスペシャリスト｣ をめざ
す計画である ｢農業経営改善計
画｣ を作成し、その計画を市の
基本構想に照らして達成される
見込みが確実であるかなどを審
査して、市が認定する制度
【主な支援措置】
５年間の経営計画を作成すること
で、自身の経営内容を見直し、計画
的に事業を行えるだけでなく、経営
所得安定対策（ゲタ・ナラシ対策）
の交付対象となるとともに、農業経
営基盤強化資金の融資などの支援措
置があります。
【申込方法】
経営改善に関する５年後の目標と
その達成に向けた方策を記載した
｢農業経営改善計画｣ を作成し、農
林振興課へ持参してください。
提出様式や市の基本構想は、市
ホームページからダウンロードでき
ます。
【申込期限】
農業経営改善計画認定申請の相談
は随時受け付けます。次の受付期間
を参考にご提出ください。
①６月中旬認定分
提出期限：５月２日㈬
②９月中旬認定分
提出期限：７月 31 日㈫
③ 11 月下旬認定分
提出期限：10 月 12 日㈮
④３月中旬認定分
提出期限：平成 31 年
１月 31 日㈭
※④以降の提出分は翌年度の認定に
なります。
【申込先・問い合わせ】
農林振興課
伊賀市馬場 1128 番地
☎ 43-2301 ＦＡＸ 43-2313
８ページの答え
①シブナシガヤ
日本でも数少ない珍種とされ
ています。
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赤ちゃんの健診と相談（５月分）
健診・相談名
１歳６カ月児健診
３歳児健診
（３歳６カ月児）

健診・相談日

時

間

５月 15 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分
５月 10 日（木）
５月 31 日（木）

午後 1 時～ 2 時 30 分

場

所

伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀 ４階）
伊賀市保健センター
（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。

お知らせ

５月 9 日（水） 午前 10 時～ 11 時
阿山保健福祉センター
５月 11 日（金） 午前 10 時～ 11 時
いがまち保健福祉センター 育児相談・栄養相談
※母子健康手帳をご持参ください。
５月 16 日（水） 午前 10 時～ 11 時
青山子育て支援センター
【問い合わせ】
午前 10 時～ 11 時
伊賀市保健センター
健康推進課 ☎ 22-9653
５月 18 日（金）
午後 1 時 30 分〜 2 時 30 分（ハイトピア伊賀 ４階） 青山保健センター ☎ 52-2280
５月 21 日（月） 午前 10 時～ 11 時
島ヶ原子育て支援センター いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
５月 28 日（月） 午前 10 時～ 11 時
大山田保健センター

乳幼児相談

子育て支援のための教室・遊び場の開放（５月分）（対象者：乳幼児と保護者）
施設名

催

曙保育園『すくすくらんど』

遊びの教室

① 7 日㈪・14 日㈪・21 日㈪・28 日㈪

【すくすくひろば】

し

② 2 日㈬・9 日㈬・16 日㈬・23 日㈬・30 日㈬
曙保育園内
（上野徳居町 3272-2
【本とおもちゃルームぐるんぱ】
☎ 21-7393）※すべて午前 10 時～

遊び場の開放

月～金曜日
午前 10 時～午後４時

募 集

① 14 日㈪ 【離乳食教室】（４～５カ月くらい） ＊予約制
② 25 日㈮ 【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
③ 11 日㈮（４～９カ月）・18 日㈮（10 カ月～ 1 歳半）
森川病院『エンジェル』
月・水・金・土・日曜日
【エンジェルサークル】おたのしみ会
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）④ 17 日㈭・31 日㈭（３～６カ月）
10 日㈭・24 日㈭（７～ 11 カ月）
午後１時～ 【ベビーマッサージ】 ＊予約制（毎月１回まで）

子育て支援・無料相談

① 18 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（０～ 5 カ月まで）
子育て包括支援センター
② 24 日㈭ 午前 10 時～ ＊予約制（受付：5 月 10 日㈭～） 月～金曜日、第３土曜日
ハイトピア伊賀４階
【食育教室もぐもぐ】 季節の食材を使った簡単クッキング
午前 9 時～午後 5 時
（上野丸之内 500 ☎ 22-9665）
③ 29 日㈫ 午後２時 30 分～
【すくすく Baby】 親子ふれあいあそびなど（６～１１カ月まで）
① 13 日㈰サーキット遊びをしよう ② 27 日㈰手裏剣をつくろう
＊すべて午前 10 時～
第２・４日曜日
上野南公園管理棟内
【子育て相談】
【からだそだて事業】
午前９時～午後３時
（ゆめが丘 7-13） 「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）

にんにんパーク

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 11 日㈮・18 日㈮・25 日㈮ 【らぶらぶひろば】
月～金曜日
② 24 日㈭ 午前 10 時 15 分～ 【おはなしひろば“わくわく”】
午前 9 時～午後 5 時
③ 28 日㈪ 午前 10 時 15 分～ 【誕生会】 ５月生まれのおともだち

① 23 日㈬ 午前１０時～ ＊予約制（受付：５月１日㈫～）
【ママのためのはっぴーたいむ】
月～金曜日
島ヶ原地区市民センター併設
ママのエクササイズ（託児あり・先着 15 人）
午前 9 時～午後 5 時
（島ヶ原 4696-9 ☎ 59-9060） ② 25 日㈮ 午前１０時～
【わくわくひろば】 おむつはずしのコツを知ろう
① 22 日㈫ 午前 10 時 30 分～
あやま子育て支援センター
火～土曜日
【みんな集まれ！】 絵本を楽しもう !
阿山保健福祉センター内
②
29
日㈫
午前
10
時〜
午前 9 時～午後 5 時
（馬場 1128-1 ☎ 43-2166）
【世代間交流会】 音楽療法 ＊予約制（受付：４月 27 日㈮～）
① 18 日㈮ 午前 10 時〜
大山田子育て支援センター
【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 月～金曜日
大山田保健センター内
② 24 日㈭ 午前 10 時〜
午前 9 時～午後 5 時
（平田 639 ☎ 47-0088）
【おたのしみひろば】 げんきっこあつまれ！
① 9 日㈬ 【おはなし会】 絵本の読み聞かせ
青山子育て支援センター
火～土曜日
② 10 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（妊婦と０～１歳児）
さくら保育園併設
③ 17 日㈭ 【おともだちあつまれ！】（２歳児以上）
午前 9 時～午後 5 時
（阿保 1152 ☎ 53-0711）
＊すべて午前 10 時 30 分～

島ヶ原子育て支援センター

※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
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