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個店魅力創出事業
（２次募集）

募集

　市内の商業の活性化を図るため、
地域の特色を生かした魅力ある店舗
づくりを実施する事業者に補助金を
交付します。

【補助対象事業】
①空き店舗等活用支援事業
　事業者などが市内にある空き店舗
などを利用して集客に役立つ魅力あ
る店舗などを開設する事業
②個店魅力向上事業
　事業者などが自ら営業している個
店の魅力向上を図るために実施する
事業

【対象者】
　市内に事業所を有する個人または
法人（新規創業予定者を含む。）

【対象地域】
　中心市街地・地域拠点など（各支
所周辺、近鉄伊賀神戸駅・JR 伊賀
上野駅・佐那具駅・柘植駅周辺）

【審査方法】　審査会で事業内容を審
査し、決定します。

【応募期限】　10 月 28 日㈮
※補助内容や交付の条件など詳しく
　はお問い合わせいただくか、ホー
　ムページをご覧ください。

【応募先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　ＦＡＸ 22-9628

木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

～名張川源流探検（赤目滝縦走）～
【と　き】　10 月 30 日㈰
　午前８時 30 分～午後３時 30 分

【ところ】 　赤目四十八滝
　（集合場所：近鉄赤目口駅）

【対象者】　小学校５年生以上
※小学生は保護者同伴

【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】 
　お弁当・飲み物・軍手・帽子

【服　装】
　長袖・長ズボン・山歩き用の靴

【申込期間】
　10 月３日㈪午前 10 時～ 26 日㈬
　詳しくはお問い合わせください。

【申込先・問い合わせ】　木津川上流
管内河川レンジャー事務局
　☎ 0742-36-8760 
　ＦＡＸ 0742-36-8782

【問い合わせ】　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　ＦＡＸ 43-2324

宝くじ文化公演
ファミリーコンサート
オーケストラで聴くジブリ音楽

募集

伊賀市文化会館 開館 25 周年記念事業 
【ところ】　伊賀市文化会館
【と　き】　12 月 10 日㈯
　開場：午後２時
　開演：午後２時 30 分

【出　演】
　井上　あずみさん、木村　弓さん、
Ｎ響団友オーケストラ（16 人編成）

【曲　目】
　さんぽ（となりのトトロ）・いつも
何度でも（千と千尋の神隠し）・君を
のせて（天空の城ラピュタ）など

【入場料】　全席指定（消費税込）　
　一般：1,500 円
　高校生以下：1,000 円
※２歳以下の子どもは保護者のひざ
　の上で鑑賞可能です。（席を確保
　しての鑑賞は有料です。）
※前売りで完売した場合は、当日券
　を販売しません。
＊入場料は、宝くじの助成により特
　別料金になっています。

【チケット発売日】　10 月２日㈰
【入場券前売り所】　伊賀市文化会館・
ぶんとオンラインチケット・チケッ
トぴあ・ローソンチケット
※発売２日目以降は、ふるさと会館
　いが・青山ホール・あやま文化セ
　ンターでも販売します。（残席が
　ある場合のみ。）
◆「みんなで歌おう！」参加者募集
　ステージで井上あずみさん、木
村弓さんと一緒にとなりのトトロの

「さんぽ」を歌う参加者を募集します。
【参加条件】　本公演のチケットをお
持ちで、公演当日の事前リハーサル
に参加できる人（５歳以上中学生以
下・先着 40 人）
※事前リハーサル（30 分程度）では
　説明会と練習を行うので、伊賀市
　文化会館の多目的室に午後１時15
　分までに集合してください。

【申込方法】　伊賀市文化会館でチケ
ットを提示してお申し込みください。

【申込受付開始日】
　10 月２日㈰　午前９時

【問い合わせ】　伊賀市文化会館
　☎ 24-7015
　文化交流課
　☎ 22-9621
　ＦＡＸ 22-9694

　３ページの答え　
④『深草兎歩』
　忍者は音を立てないようにい
ろいろな歩き方を工夫しました
が、竹薮や月明かりの道を歩か
ないなど、歩く場所も考えてい
ました。
※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

環境セミナー
「循環型社会の形成に向けて」

募集

【と　き】　10 月 29 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分
　（受付：午前 9 時 30 分～）

【ところ】
　ゆめぽりすセンター　2階大会議室

【講　師】
　三重県環境生活部廃棄物・リサイ
クル課　課長補佐兼班長
　西田　憲一さん

【定　員】　60 人　※先着順
【申込方法】　電話（平日の午前８時
30 分～午後 5 時 15 分）

【申込期間】
　９月 20 日㈫～ 10 月 14 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

第２回書道講座
「百人一首を書いてみよう！

（ひらがな入門編）」

募集

　「ひらがな」をかっこよく見せる
コツを伝授します。作品づくりを通
して日常生活で役立つ「ひらがな」
の練習をしてみませんか。
※作品は後日、旧崇広堂で展示します。

【と　き】　10 月 29 日㈯
　午前 10 時～ 11 時 30 分

【ところ】　史跡旧崇広堂　講堂
※正座をせず、机・いすを使って実
　施します。

【講　師】　峠　美晴さん
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　書道道具一式
※用紙などは文化財課が用意します。

【参観料】　200 円
【申込方法】　電話
【申込期間】
　10 月３日㈪～ 21 日㈮

【申込先・問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290
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赤ちゃんの健診と相談（10月分）

１歳６カ月児健診 　10 月　4 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。

　10 月 13 日（木） 午後１時～１時 30 分 青山保健センター

３歳児健診
（３歳６カ月児）

　10 月 13 日（木） 午後２時～２時 30 分 青山保健センター

　10 月 20 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

　10 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
（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 

　10 月 12 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
　10 月 18 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

　10 月 19 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

　10 月 31 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

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）

①３日㈪・４日㈫・11 日㈫・12 日㈬・17 日㈪・18 日㈫　
　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　誕生会・ミニうんどうかいなど
② 15 日㈯・19 日㈬・21 日㈮・26 日㈬・28 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あり

《園庭の開放》
月～金曜日
午前 10 時～午後４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）

20 日㈭・21 日㈮　午前９時 45 分～　
【友だちとあそぼう】　ゆめが丘保育所の同年齢の友だちと遊びます

《園庭の開放》
月～金曜日
午前 10 時～午後４時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7

　☎ 21-2425）

①３日㈪　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 14 日㈮（４～９カ月）・21 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
③ 28 日㈮　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④６日㈭・20 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　13 日㈭・27 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）

①６日㈭　午後２時 30 分～　【キラキラ０歳児サロン】
② 21 日㈮　午後２時～　【キラキラBaby】　赤ちゃん体操
③ 27 日㈭　午前 10 時～　
　【食育事業もぐもぐ】　季節の食材を使ったメニュー　＊予約制
④ 31 日㈪　午前 10 時 30 分～　（新居地区市民センター）
　【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）

①５日㈬　午前 10 時～（２歳児以上）
　【親子ふれあいクッキング】　＊予約制
②６日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
③７日㈮・14 日㈮・21 日㈮・28 日㈮　【らぶらぶひろば】
④ 31 日㈪　午前 10 時 15 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）

28 日㈮　午前 10 時～　
【わくわくひろば】　親子ふれあい遊び

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）

27 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）

① 11 日㈫　＊予約制
　【おたのしみひろば】　ミニミニスタンプラリーでござる　
② 14 日㈮　【子育てひろば】　防火防災のお話と消防署見学
③ 28 日㈮　【えほんのひろば】　読み聞かせ　など
＊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）

①５日㈬　 【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 13 日㈭（妊婦と０～１歳児）・20 日㈭（２歳児以上）
　【おともだちあつまれ！】
＊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）

９日㈰・23 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）

―

※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

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）


