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離乳食教室のお知らせ
　赤ちゃんが生まれてから、はじめ
てお乳以外のものを口にするのが離
乳食です。実際に離乳食を作ってど
のくらいの固さのものをあげたらい
いのかを知ることができます。
【と　き】
　10 月 19 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】
　講話「離乳食１～２回食を中心に」・
離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着７人まで託児
　があります。（電話予約制）
【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・手ふきタオル
【受付開始日】
　９月 27 日㈭　※電話予約制
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

募集

懐かしの写真とめぐる
　　城下町

【と　き】
　10 月８日（月・祝）
　午後１時～３時
※荒天中止
　集合：午後１時
【ところ】　市内中心市街地
　集合：伊賀鉄道上野市駅前
【内　容】
　昭和の古い写真に写っている町中
の施設・町並みなどを案内人ととも
に散策します。途中、旧街道沿いで
代々営む和菓子屋に立ち寄り銘菓を
味わいます。
【参加費】　500 円（菓子クーポン付）
※当日徴収します。
※小学生未満は参加費無料（菓子
　クーポンは付きません。）　　　
【定　員】　30 人
※先着順・要予約
【申込方法】　電話・FAX・Ｅメール
※ FAX・Ｅメールの場合は住所・ 
   氏名・参加人数をご記入ください。
【申込期限】　10 月 3 日㈬　午後５時
【申込先】
　伊賀上野町家みらいセンター事務
局（㈱まちづくり伊賀上野内）
　☎／ＦＡＸ 050-5204-2828
　　info@m-igaueno.co.jp
【問い合わせ】　中心市街地推進課
　☎ 22-9825　ＦＡＸ 22-9628

イベ
ント伊賀の方言講座

　日本語学や人文地理学などの研
究者が、市内をフィールドとした
60 年間の市内の暮らしや方言など
の聞き取り調査結果を報告すると
ともに、さまざまな角度から検証
します。
◆第１回
【と　き】　10 月６日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【演　題】　さまざまな人々が暮らす
国際都市：伊賀市
【内　容】　市内のさまざまな人々の
暮らしについて考えます。
【講　師】　首都大学東京教授　ダニ
エル・ロングさん
富山大学准教授　中井　精一さんほか
◆第２回
【と　き】　11 月 23 日（金・祝）
　午後１時 30 分～４時 30 分
【演　題】　伊賀市域の交通体系の過
去・現在・未来
【内　容】　関西本線・伊賀鉄道の歴
史およびその役割について考えます。
【講　師】　天理大学天理参考館学芸員
　乾　誠二さん
　鉄道研究家　加田　芳英さんほか
◆第３回
【と　き】　12 月 15 日㈯
　午後１時 30 分～４時 30 分
【演　題】
　伊賀のことば、その暮らしと 60
年の変化
【内　容】　伊賀弁の特徴と 60 年の
変化について考えます。
【講　師】
　大阪大学准教授　高木　千恵さん
　滋賀大学准教授　松丸　真大さん
　ほか
◆ところ：ハイトピア伊賀　５階多
目的大研修室
※ご来場の際は、公共交通機関をご
　利用ください。
◆定　員：各回とも 150 人
※申込不要
【問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692
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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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

庭木の整枝剪定講習会
　幅広く市民の皆さんに庭木づくり
に対する関心と、樹木への親しみを
深めていただくために講習会を開催
します。
【と　き】　10 月２日㈫
　午前９時～午後４時
※雨天時は３日㈬に延期
【ところ】　上野公園内
【受　付】　芭蕉翁記念館前
【内　容】
　庭木などの整枝剪定作業の仕方
【講　師】　市内の造園事業者
【準備物】
　弁当・水筒・剪定用具（木バサミ・
剪定バサミ・刈込みバサミなど）
【申込期限】
　９月 28 日㈮　午後５時 15 分
※ FAX の場合は、住所・氏名・電
　話番号を必ず記入してください。
【申込先・問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ 43-2317

募集

～広報いが市～
　10月１日号では「こころの健康
について」などを紹介します。

第20回ひじきコスモス祭り
【と　き】
　10 月 14 日㈰　午前 10 時～午
後３時　※荒天中止
【ところ】　比自岐小学校東側（摺見
字夕部柿 90 番地）
【内　容】
　里山の田園風景に広がるコスモス
畑を会場に、旬の野菜即売や収穫体
験を開催します。
　イベント会場では、舞台アトラク
ションやバザーコーナー・無料サー
ビスコーナーを設け、菜の花ドーナ
ツやおでん・うどんなどの販売・答
志島の海産物・伊賀（比自岐）米コ
シヒカリの販売や杵つき餅実演会を
します。
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302
　ＦＡＸ 43-2305
　比自岐地区市民センター
　☎ 37-0029
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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日㈪・２日㈫・９日㈫・10 日㈬・15 日㈪・16 日㈫・
29 日㈪・30 日㈫　※すべて午前 10 時～
【誕生会・戸外であそぼう・親子教室】
※利用料１回 100 円（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）

11 日㈭　午前 10 時～
【運動会】
※利用料１回 100 円（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

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7　☎ 21-2425）

29 日㈪　午後２時～
離乳食・予防接種・育児などの相談、身体計測

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 15 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【出前講座：親子体操・あそび】（新居地区市民センター）
② 22 日㈪　午前 11 時～
　【出前講座：朗天狗しんちゃんの読み聞かせ】（ゆめぽりすセンター）
③ 29 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【出前講座：ハッピー♪ハロウィン（英語であそぼう）】
　（ゆめぽりすセンター）

月～金曜日
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）

① 18 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】
② 22 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】（10 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）

30 日㈫　午前 10 時～
【わくわくひろば】　工作

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）

23 日㈫　午前 10 時～
【元気っ子ひろば】　秋をみつけよう！
※２歳以上のお子さんと保護者対象。詳しくはお問い
　合わせください。（追加定員：10 組）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田西保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

①５日㈮　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　かわいいうんどうかい
② 17 日㈬　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　乳幼児の栄養相談

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合がありますので、
　事前にお問い合わせください。

青山子育て支援センター
　さくら保育園併設
　（阿保 1152　☎ 53-0711）

①３日㈬　午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 10 日㈬・11 日㈭・18 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　同学年の交流・手遊び

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

子育て支援センターの教室・遊び場の開放（10月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（10月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳６カ月児健診
 10 月 11 日（木） 午後 1 時～ 1 時 30 分 阿山保健福祉センター 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カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

 10 月 30 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

３歳児健診
（３歳６カ月児）

 10 月 11 日（木） 午後 2 時～ 2 時 30 分 阿山保健福祉センター

 10 月 18 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

 10 月  4 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 【問い合わせ】

 健康推進課　☎ 22-9653
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　 ☎ 43-0332
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163   
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151

 10 月  9 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
 10 月 10 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
 10 月 16 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
 10 月 18 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
 10 月 23 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

遊びの広場 月～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 青山保健センター（☎ 52-2280）
※乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。

※教室に参加するときの持ち物などは事前に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（こども家庭課内）　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666


