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【と　き】　10 月３日㈮
　午前 10 時～午後４時　
※雨天時は翌週６日㈪に延期
【ところ】　上野公園内
【受　付】　芭蕉翁記念館前
【講　師】　市内の造園事業者
【持ち物】　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30日㈫　午後５時15分
【申込方法】　電話・ファックス
※ファックスでお申し込みの場合は、
　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

庭木の整枝剪定講習会募集

　都市計画審議会をより公正に運営
し透明性を向上させ、広く市民の皆
さんから意見をいただくため、公募
委員を再募集します。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】
①市内在住の満 20 歳以上 70 歳未満
　で、市議会議員・市職員でない人
②年３回程度（原則、平日の日中、
　２～３時間程度）の審議会に参加
　できる人
【任　期】　委嘱の日から２年間
【応募方法】　「応募の動機」を 800
字以内にまとめ、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を明記の上、郵送・
ファックス・Ｅメール・持参のいず
れかで提出してください。
【応募期限】　９月 30 日㈫　必着
※Ｅメール：午後５時受信分まで
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1395　伊賀市馬場 1128
番地　伊賀市建設部都市計画課
　☎ 43-2314　ＦＡＸ  43-2317
　　tokei@city.iga.lg.jp

都市計画審議会委員（再募集）募集

【と　き】
① 11 月 23 日㈰　午後１時～４時
② 12 月７日㈰　午後１時～４時
③平成 27 年１月 17 日㈯
　午前 10 時～午後３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室
【対象者】　60 ～ 70 歳代の男女
【定　員】　30 人　※先着順
【参加費】　３回で 500 円（１回の
みは 200 円）
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を記入
の上、郵送・ファックス・E メールの
いずれかでお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】
○〒 514-0002　津市島崎町 3-1
三重県島崎会館内
　(一社) 三重県レクリエーション協会
　☎ 059-246-9800
　ＦＡＸ   059-246-9801
　　mie-rec@ztv.ne.jp 
○〒 518-0873　伊賀市上野丸之
内 500　ハイトピア伊賀４階
　企画振興部スポーツ振興課
　☎ 22-9635　ＦＡＸ  22-9666
　　sports@city.iga.lg.jp

60歳から始める元気づくり
「ニューエルダー元気塾」

募集

　若年性認知症のご本人・ご家族・
ケアマネジャーなどの支援者の皆さ
ん、「若年性認知症意見交換会」で
日頃の思いを話し合いませんか。
【と　き】　10 月 17 日㈮　午後１
時～３時30分（受付：午後０時30分）
【ところ】
　ゆめぽりすセンター　2 階会議室
【対象者】　当事者・支援者・行政関
係者・ボランティアなど
【申込先】　㈲イトーファーマシー　
　☎ 059-382-8490
【問い合わせ】　介護高齢福祉課　
　☎ 22-9634　ＦＡＸ  26-3950

若年性認知症意見交換会募集

【と　き】　11 月 9 日㈰　開演：午
後 1 時 30 分（開場：午後 1 時）
【ところ】　ふるさと会館いが
【出　演】　○主宰：小澤實（「澤主宰」）
○司会：U字工事・田中紀英キャスター
○一般俳人の皆さん

【申込方法】　観覧希望の人は、郵便
往復はがきでお申し込みください。

（私製はがき不可）
◆往信：（表面）〒 514-8531　NHK
　津放送局「俳句王国がゆく」係
　（裏面）①郵便番号②住所③名前
　④電話番号
◆返信：（表面）①郵便番号②住所
　③名前
　（裏面）白紙のまま（抽選結果を印刷）
※応募多数の場合は抽選
※入場整理券１枚で２人まで（満１
　歳以上から入場整理券が必要）
※売買を目的とした申し込みは固く
　お断りします。
【応募期限】　10 月 17 日㈮　必着
※ご応募いただいた際の情報は、抽
　選結果の連絡のほか、受信料のお
　願いに使用することがあります。
【放送予定】　未定
【問い合わせ】
　NHK 津放送局　☎ 059-229-3012
　（平日午前 10 時～午後 6 時）
　http://www.nhk.or.jp/tsu/
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ   22-9628

芭蕉翁生誕370年記念
NHK「俳句王国がゆく」公開録画

募集

　市が保有している土地を、次のと
おり一般競争入札により売却します。
【と　き】　10 月 22 日㈬　
　午前 10 時～（入札受付・開札）
【ところ】　市役所本庁　２階第３会議室
【物件調書の閲覧期間】
　９月 19 日㈮～ 10 月 17 日㈮
　午前９時～午後５時（ただし、正
午から午後１時は除く。）
※土・日曜日、祝日を除く。
　事前に管財課で物件調書を閲覧
し、現地をご確認ください。
【売却物件】　阿保、川上地内
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ  24-2440

市有地を売却します募集

【と　き】　10 月３日・10 日・31 日、
11 月 14 日・28 日、12 月 12 日・
26 日　※すべて金曜日
　午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】
　島ヶ原温泉やぶっちゃ「まめの館」
【対象者】　市内在住の 20 歳以上
65 歳までの人
【内　容】　アロマを使ったストレッ
チやヨガなどでリラックスしながら
脂肪を燃焼しやすい体づくりをします。
【定　員】　15 人
【参加費】　まめの館利用料：300 円
※まめの館を初めて利用する人は、
　事前に利用説明会（無料）の受講
　が必要です。
【受付開始日時】
　９月 19 日㈮　午前８時 30 分
【申込先・問い合わせ】　島ヶ原支所
住民福祉課　☎59-2163　ＦＡＸ  59-3196
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トレ教室募集

○一般俳人の皆さん
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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）

①６日㈪・７日㈫・14 日㈫・15 日㈬・20 日㈪・21 日㈫・27 日㈪・
　28 日㈫　＊すべて午前 10 時～
　【親子教室】　ミニうんどうかい、ゲームあそびなど
②１日㈬・３日㈮・11 日㈯・15 日㈬・17 日㈮
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
※すべて利用料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）

30 日㈭・31 日㈮　午前９時 45 分～　【自然とあそぼう】
※利用料 100 円

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）

①６日㈪（４～９カ月）・20 日㈪（10 カ月～１歳半） 　
　【エンジェルサークル】　ハロウィンパーティー　＊予約制
② 27 日㈪　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定】
③ 17 日㈮　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
＊①～③：午後２時～
④２日㈭・９日㈭・16 日㈭・20 日㈪・30 日㈭　午後１時～
　【ベビーマッサージ】　＊予約制

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）

①３日㈮　午後２時～
　【キラキラBaby】　歯のはなし（よい歯を作るために）
② 20 日㈪　午前 10 時 30 分～　（久米地区市民センター）
　【キラキラ出前講座】　親子ふれあいあそび
③ 27 日㈪　午前 10 時 30 分～　（ゆめぽりすセンター）
　【キラキラ公開講座】　ハッピーハロウィン
④ 30 日㈭　午前 10 時～
　【もぐもぐ】　季節の野菜を使った簡単クッキング　＊予約制

月～金曜日、第３土曜日
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 16 日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
② 27 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）

20 日㈪　午前 10 時～正午　【わくわくひろば】　移動動物園
※雨天の場合 27 日㈪

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）

22 日㈬　午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】　手遊び・読み聞かせ

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）

①２日㈭　【おたのしみひろば】　かわいいうんどうかい　＊予約制
② 21 日㈫　【子育て講座】　作ってあそぼう
③ 23 日㈭　【おはなしひろば】　読み聞かせなど
＊すべて午前 10 時 30 分～

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）

①１日㈬　午前 11 時～　 【おはなし会】　読み聞かせ
②９日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 16 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　（２歳児以上）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

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

子育て支援のための教室・遊び場の開放（10月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育運動教室「げんきっず」 10 月  ６日（月） 午前 10 時～ 11 時

伊賀市保健センター（ハイトピア伊賀４階）☎ 22-9653
０歳児サロン 10 月 31 日（金） 午後２時～３時

赤ちゃんの健診と相談（10月分）

１歳６カ月児健診
   10 月  ９日（木） 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。

   10 月 21 日（火） 午後０時 50 分～２時 30 分 伊賀市保健センター

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   10 月  ９日（木） 午後２時～２時 30 分 青山保健センター

   10 月 16 日（木） 午後０時 50 分～２時 30 分 伊賀市保健センター

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  ２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
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

   10 月  ８日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
   10 月 14 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
   10 月 15 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
   10 月 28 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
   10 月 30 日（木） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など


