
「ファミリー・サポート・センター」

【申込先・問い合わせ】
　伊賀市ファミリー・サポート・センター
　☎  26-7830　℻  22-9666
　 igafsc@ict.ne.jp
　月曜日～金曜日（※祝日を除く。）・
　第３土曜日
　午前８時 30分～午後５時 15分

水と歴史でつながる伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）定住自立圏

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村

◆圏域の子育てを支援するために
　ファミリー ･サポート ･センターは、お互いの信頼
と了解の上で、子育てを助けてほしい人（依頼会員）
と、子育てのお手伝いができる人（提供会員）で構成
する、一時的に子どもを預かる会員組織で、地域の中
で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活
動です。

【活動内容】　依頼会員の要望に応じて、次のような内
容で提供会員を派遣します。
○保育所（園）・学校などの通園、登下校前後の預かり・
送迎

○保育所（園）・学校などが休みのときの預かり
○保護者などの冠婚葬祭・求職活動などで外出すると
きの預かり

○保護者などの病気、その他急用のときの預かりなど
【利用料金】
○基本の預かり
　午前７時～午後７時：700円／時間
　それ以外の時間：８00円／時間
○緊急、病児・病後児の預かり
　午前７時～午後７時：1,000 円／時間
　それ以外の時間：1,200 円／時間
○宿泊での預かり
　午後 10時～翌朝６時：5,000 円／回
【活動場所】　提供会員の自宅で行うのが基本ですが、
ご相談に応じます。

◆利用方法
　依頼会員になるためには、事前登録が必要です（随
時受付）。入会金、年会費は必要ありません。事前登
録は窓口で受付しています。
※聞き取りなどを行いますので、郵送では受け付けて
いません。

※活動中の事故に備え、補償保険に加入します。（保
険料の会員負担はありません。）

※子どもを預かる前に、事前打ち合わせを行います。

◆提供会員になりませんか
　提供会員として登録できるのは、養成講座を受講し
認定された人です。依頼会員と提供会員を兼ねること
ができますので、子育て中の人も受講できます。
【と　き】
○２日間コース
　６月 28日㈪・７月 10日㈯
○４日間コース
　６月 28日㈪・７月４日㈰・５日㈪・10日㈯
【ところ】　ハイトピア伊賀
【申込期限】　６月 18日㈮
※講座の内容や申込方法など、詳しくは市ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください。
※テキスト代（2,000 円）が必要です。
※保育士・看護師・栄養士などの免許を持っている場
合は、講習の一部が免除されます。
※託児を希望する場合は、申し込み時にご相談くだ
さい。

伊賀上野城
旧上野市庁舎 だんじり会館

上野天神宮

伊賀鉄道

ハイトピア伊賀
うえのし

銀
座
通
り

　伊賀市は、京都府笠置町・南山城村・奈良
県山添村と定住自立圏形成協定を締結し、医
療や防災、観光などを連携して事業に取り組
んでいます。

図書館
　だより

■一般書　
『物語のものがたり』

梨木　香歩／著
『むしろ、考える家事』

山崎　ナオコーラ／著

■児童書　
『妖怪コンビニで、バイトはじめました。』

令丈　ヒロ子／著
『わたし、パリにいったの』

たかどの　ほうこ／著

■絵　本
『ありえない !』
エリック・カール／作、アーサー・ビナード／訳
『はしごしゃののびるくん』
正高　もとこ／作、鎌田　歩／絵

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

詳しい情報はこちら

図書館（室）からのお知らせ

と　き ところ 催物（読み手）

8 日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

10日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

12日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会

大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

15日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

16日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

18日㈮ 10：00～ いがまち複合施設小ホール
（旧ふるさと会館いが）絵本の時間（お話の国アリス）

20日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

23日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

24日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

【と　き】　６月 18日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【テーマ】　藤堂藩研究と久保文武
【講　師】　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出 楯夫さん
※駐車場は、上野図書館駐車場または、市営上野
公園第３駐車場（午後５時以降無料）をご利用
ください。
※今年度は、６月から 12月まで、毎月全７回行
います。令和４年１・２・３月はありません。

　伊賀地域に伝わる民話などを読み語ります。写
真や絵と一緒に地元のおはなしを楽しみませんか。
【と　き】　６月26日㈯　午後２時～（40 分程度）
【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室
【絵本読み手】　ボランティアグループ　いがぐり、
よもよも、ちいさなねこ
【対象者】　小学生　※保護者同伴可
※３歳未満の子どもの入室は、ご遠慮ください。
【定　員】　先着 10組程度
【申込受付開始日】　６月 11日㈮　午前９時～
【申込方法】　電話または来館
【申込先・問い合わせ】　上野図書館

◆郷土の歴史夜咄会

◆こんなん知ってる？伊賀に伝わるおはなしの会

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、参加
者の人数を制限しています。

■一般書
『どこへ行っても恥をかかない
世界の「常識」図鑑』

御手洗　昭治／編著

■児童書
『おすしやさんにいらっしゃい ! 』

おかだ　だいすけ／文
遠藤　宏／写真

■絵　本　
『モルモットのちゃもとけだまーず』

なかや　みわ／さく
　動物園にすむモルモットのちゃもは、橋
をわたるのが怖くて、あそび場の「モルや
ま」まで行くことができません。すると、
ちゃものぬけ毛でできた「けだまーず」が
現れて、ちゃもを誘って、外へ飛び出しま
した。迷路も楽しむことのできる絵本です。

司書のおすすめ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
６月の読み聞かせ
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