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　市の債権 の管理の適正化を図
り、市民負担の公平性を確保し、
円滑な財政運営を行うため、債
権の管理に関し必要な事項を定
める「伊賀市債権管理条例」を
制定します。そこで、市民の皆
さんのご意見を募集します。
＊市の債権…市税・各種使用料な
　どの金銭の支払いなどを求める　
　ことができる権利のこと

【募集内容】
　伊賀市債権管理条例に関する
ご意見

【閲覧方法】
　債権管理課・各支所振興課・
各地区市民センターにある資料
または市ホームページをご覧く
ださい。

【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見
の件名を記入し、ご意見（「該当
箇所」とそれに対する「意見内
容」）を記載の上、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。
※提出していただいたご意見は、
　市の意見と併せて市のホーム　
　ページにて公表します。
※個別の回答はしません。また、
　いただいた意見書などは返却
　しません。

【応募期限】　８月 15 日㈪
【提出先・問い合わせ】
　〒 518 － 8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市財務部債権管理課
　☎ 22-9675　FAX 22-9618
　　saiken@city.iga.lg.jp

伊賀市債権管理条例

（ご意見）を　　　します募集
パブリックコメント オオサンショウウオ観察会募集

　市内の一部の河川には「生きた化
石」とも言われ、国の特別天然記念
物に指定されているオオサンショウ
ウオが生息しています。
　自然の中でオオサンショウウオの
生態を観察しませんか。

【と　き】　８月 20 日㈯
　午後５時 30 分～８時（受付：午
後５時～）
※荒天や河川増水の場合は中止

【ところ】　阿波地区市民センターと
周辺の服部川

【講　師】　三重県文化財保護指導委
員　清水　善吉さん

【対象者】　市内の小学生　
【定　員】　20 人　※先着順
※必ず保護者が同伴してください。

【準備物】
　川に入る運動靴（スリッパ・長靴
は不可）、ヘッドライト（懐中電灯
も可）、長袖 ･ 長ズボン、タオル

【申込受付開始日】　７月 21 日㈭
【申込先】
　大山田公民館　☎ 46-0130

【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290

夏休み俳句教室募集

　俳句の日にちなみ、小 ･ 中学生を
対象とした「夏休み俳句教室」を開
催します。みんなで俳句づくりに挑
戦しましょう。

【と　き】　8 月 19 日㈮
　午後 1 時～ 4 時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２
※その後、まちなかを散策します。

【講　師】　芭蕉翁献詠俳句児童 ･ 生
徒の部選者

【定　員】　30 人　※先着順
※小学校３年生以下は、保護者同伴

【持ち物】　筆記用具・飲み物・タオ
ル・帽子・雨具

【申込方法】　住所・氏名・学年・電
話番号を電話で伝えてください。

【申込期間】
　7 月 16 日㈯～ 8 月 12 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　（公財）芭蕉翁顕彰会　☎ 21-2219

【問い合わせ】　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9694

ボランティア・ティーチャー募集

　子どもの学びの意欲を一層高めて
いただく地域の人を募集します。
　応募者は伊賀市教育研究センター
の人材バンクに登録し、市内の幼稚
園、小中学校の「ボランティア・
ティーチャー」として活動していた
だきます。
①地域の伝承芸能を受け継いでいる人
②職業としてその技を駆使している
　人（米作り・野菜作り・理容師・
　美容師など）
③ボランティア・NPO として活動
　している人
④趣味やサークル活動を楽しんでい
　る人（手芸・ゲートボール・将棋・
　囲碁・菊作り・コーラス・各種楽
　器演奏・各種料理など）
⑤地域の歴史や民話・戦争体験など
　に詳しい人（昔の遊び・古墳・碑　
　文など）
⑥地域の自然環境に詳しい人（野鳥・
　昆虫・植物・地層など）
⑦科学に関心のある人（おもしろ科
　学実験など）

【応募先・問い合わせ】　教育研究セ
ンター　☎／FAX 21-8839

産後ママ親子ヨーガ教室募集

　インストラクターの指導のもと親
子でヨーガを体験しませんか。

【と　き】　８月２日㈫
　午前 11 時～正午

【ところ】
　青山保健センター運動施設

【対象者】
　産後３カ月～ 1 年までの母と子

【内　容】　親子ヨーガ
【定　員】　15 組　※先着順
【参加費】　500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、事前
　に利用講習会を受講してください。
　当日も受講できます。

【持ち物】　運動できる服装・飲み物
【申込受付開始日】　７月 19 日㈫
【申込方法】　電話
　詳しくはお問い合わせください。

【申込先・問い合わせ】　青山保健セ
ンター　☎ 52-2280　FAX 52-2281

　４ページの答え　
④『高台』
　高級手織り紐は全国生産の大
半を占めています。
※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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赤ちゃんの健診と相談（８月分）

１歳６カ月児健診
   ８月  ２日（火）

午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

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。

   ８月 23 日（火）

３歳児健診
（３歳６カ月児）    ８月 25 日（木） 午後 0 時 50 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

（ハイトピア伊賀　４階）

乳幼児相談

   ８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
（ハイトピア伊賀　４階） 育児相談・栄養相談

※母子健康手帳をご持参ください。
【問い合わせ】
 健康推進課　☎ 22-9653
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1016
 青山保健センター  ☎ 52-2280 

   ８月 10 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
   ８月 16 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ８月 17 日（水）
午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター
午前 10 時～ 11 時 30 分 青山子育て支援センター

   ８月 22 日（月） 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

※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（こども未来課内）　☎ 22-9665　FAX 22-9666

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）

①１日㈪・２日㈫・８日㈪・９日㈫・22 日㈪・23 日㈫・29 日㈪・
30 日㈫　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　誕生会・夏のあそびなど
②３日㈬・５日㈮・24 日㈬・27 日㈯・31 日㈬
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
※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）

今月の教室はありません。 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）

①８日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
②５日㈮（４～９カ月）・19 日㈮（10 カ月～１歳半）
　【エンジェルサークル】　なつまつり
③ 26 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④４日㈭・18 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　25 日㈭　（ハイハイ～ 12 カ月）
　午後１時～　【ベビーマッサージ】　＊予約制（毎月１回まで）

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）

①４日㈭　午後２時 30 分～
　【キラキラ０歳児サロン】　ママサロン「赤ちゃんの名前」
② 19 日㈮　午後２時～　＊予約制（８月５日㈮～）
　【キラキラBaby】　ベビーヨガセラピー　
③ 29 日㈪　午前 10 時 30 分～　（小田地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび　など

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）

①４日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おはなしひろば“わくわく”】　（未就園児と保護者など）
② 29 日㈪　午前 10 時 15 分～
　【誕生会】　８月生まれのおともだち
③５日㈮・12 日㈮・19 日㈮・26 日㈮　【らぶらぶひろば】　

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】　人形劇

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）

25 日㈭　午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】　絵本を楽しもう !

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）

①８日㈪　【おたのしみひろば】　ライトピアおおやまだであそぼう
② 26 日㈮　【えほんのひろば】　読み聞かせ　など
③ 31 日㈬　【子育てひろば】　あかちゃん体操・ママ体操
＊すべて午前 10 時～　

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）

①３日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②４日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 18 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（２歳児以上）
＊すべて午前 10 時 30 分～　

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

にんにんパーク
　上野南公園管理棟内

　（ゆめが丘 7-13）

14 日㈰・28 日㈰　午前９時～午後３時
【子育て相談】【からだそだて事業】　「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）

―

子育て支援のための教室・遊び場の開放（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）


