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～広報いが市～
　９月１日号では「ハイトピア伊
賀について」「集団がん検診・若年
者健診」などを紹介します。

住民票・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

お知
らせ
お知
らせ

　名張市役所庁舎全館停電のため、
近鉄名張駅東口に設置の証明書の自
動交付機が停止します。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。
【停止日】
　９月１日㈯終日
※悪天候の場合は９月８日㈯に延期
　します。
【問い合わせ】　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

日本語支援ボランティア
ブラッシュアップ＆コーディネーター研修

【と　き】　※すべて日曜日
　９月 16 日・30 日、10 月 14 日・
28 日　午前 10 時～午後４時
【ところ】
　ゆめぽりすセンター ２階大会議室
【対象者】　ボランティアで外国人に
日本語を指導した経験がある人
【定　員】　20 人　※先着順
【募集期間】
　８月 20 日㈪～９月７日㈮
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641
　公益財団法人 三重県国際交流財団
　☎ 059-223-5006
　ＦＡＸ 059-223-5007

募集

　語り部が島ヶ原を案内し、ひょう
たんの絵付け教室や、地元食材を
使った昼食、オカリナコンサートな
どを楽しんでいただきます。
【と　き】
　10 月 14 日㈰　午前９時～
【集合場所】
　島ヶ原支所庁舎前
【定　員】
　60 人　※先着順
【参加費】
　3,000 円
【申込期限】
　９月 20 日㈭
【申込先・問い合わせ】 
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

お知
らせ
お知
らせ

　本庁北庁舎解体工事に伴い、南庁
舎内での中２階、２階への移動が階
段のみになることから、南庁舎正面
玄関ロビーに臨時対応窓口を設置し
ました。

　お体の不自由な人には、この臨時
対応窓口で担当職員が対応しますの
で、受付でお申し出ください。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

本庁南庁舎に臨時の
対応窓口を設置しました

女性向けパソコン講座
受講生募集

　女性の再就職を応援するため、パ
ソコン講座を開講します。
【と　き】　9月4日㈫・6日㈭・11日㈫・
13 日㈭・18 日㈫・26 日㈬・27 日㈭、
10 月 3 日㈬・5 日㈮・9 日㈫
　午前９時 30 分～正午
【ところ】　ハイトピア伊賀　4 階　
ミーティングルーム
【対象者】
※①～③のすべてにあてはまる女性
①母子家庭・生活保護受給者・児童
　扶養手当受給者・ひとり親家庭など
　医療費補助者、またはこれらに準
　ずる経済的に困難な状況にある女性
② 15 歳～ 39 歳の求職中の人
③パソコン操作の経験があまりない人
【定　員】　6 人　※先着順
【内　容】
　ワード・エクセル・パワーポイント
について、基本操作から仕事に必要
なスキルの習得までをめざします。
【申込期限】　８月 28 日㈫
※託児サービスがあります。（事前
　申し込みが必要です。対象年齢：
　6 カ月～未就学児）
※受講前にいが若者サポートステー
　ションへの利用登録が必要です。
【申込先・問い合わせ】
　いが若者サポートステーション

（伊賀市社会福祉協議会内）
　☎ 22-0039　ＦＡＸ 26-0002
【問い合わせ】　男女共同参画セン
ター（人権政策・男女共同参画課）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

募集

上野公民館講座
パソコン教室受講生募集

【と　き】　※各クラスとも全 10 回
　10 月～平成 25 年２月
①第１・第３月曜日
　午前 10 時～ 11 時 30 分
②第２・第４金曜日
　午後７時 30 分～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階視聴覚室
【内　容】
①パソコンが初めての人でも大丈夫。
　やさしい作品作りクラスです。
②仕事に役立つワード・エクセルの
　基本操作クラスです。
【定　員】　① 10 人　② 10 人
【対象者】　① 60 歳以上の人
②高校生以上の人
※申込者多数の場合は、９月 18 日
　㈫午前 10 時から上野公民館で公
　開抽選を行います。
【講　師】　「パソコン教室」ぱそーむ
　講師　福永　明美さん
【受講料】
　1,000 円（テキスト代を含む。）
【申込期間】　９月３日㈪～ 12 日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【申込方法】　電話または直接来館し
て、お申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
　上野公民館（ハイトピア伊賀　５
階）　☎ 22-9637　ＦＡＸ 22-9692

募集

【と　き】
　８月 26 日㈰　午後１時 30 分～
※開場：午後１時
【ところ】　青山ホール
※磁気誘導ループ・手話通訳・要約
　筆記があります。
【演　題】　「報道と人権」　
【講　師】
　TBS テレビ報道局 解説・専門記
者室長　杉尾　秀哉さん
【問い合わせ】
　青山支所住民福祉課
　☎ 52-3232　ＦＡＸ 52-2174

同和問題講演会イベ
ント

天平の香り漂う　しまがはら
オカリナコンサート in正月堂

イベ
ント
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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）

３日㈪・４日㈫・10 日㈪・11 日㈫・18 日㈫・19 日㈬・
24 日㈪・25 日㈫　※すべて午前 10 時～
【誕生会・うんどうかい・親子音楽あそび・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）

６日㈭・７日㈮　午前 10 時～
【友だちと一緒にあそびましょう】
※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）

24 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）

24 日㈪　午前 10 時 30 分～
【出前講座：親子体操・あそび】（長田地区市民センター）

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 10 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】（９月生まれのおともだち）
② 20 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】

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）

21 日㈮　午前 10 時～
【わくわくひろば】　読み聞かせ

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 18 日㈫　午前 11 時～
　【ねぇねぇよみっこ！】　読み聞かせ
② 25 日㈫　午前 10 時～
　【元気っ子ひろば】　元気っ子運動会（追加募集）
※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）

① 11 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　ペープサート・手品など
② 24 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　リトミックであそぼう

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）

①５日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 12 日㈬・13 日㈭・20 日㈭
※すべて午前 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（９月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（９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
 9 月  7 日（金） 午後 1 時～ 1 時 30 分 青山保健センター

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。

 9 月 11 日（火） 午後 1 時～ 1 時 30 分 いがまち保健福祉センター
 9 月 25 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）

 9 月  7 日（金） 午後 2 時～ 2 時 30 分 青山保健センター
 9 月 11 日（火） 午後 2 時～ 2 時 30 分 いがまち保健福祉センター
 9 月 27 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。

 9 月  6 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
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

 9 月 11 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
 9 月 12 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
 9 月 18 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
 9 月 25 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
 9 月 27 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

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


