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木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

～秋の自然体験！
山で自然観察をしよう！！～

◆赤目四十八滝縦走（滝川源流探検）
【と　き】　10 月 22 日㈰
　午前９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】
　弁当・飲み物・軍手・帽子
【服　装】
　長袖・長ズボン・山歩き用の靴
※申込方法など、詳しくはお問い合
　わせください。
【申込期間】
　10 月２日㈪ ～ 18 日㈬
　午前 10 時～午後５時
【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
　☎ 0742-33-1300
　ＦＡＸ 0742-34-1482
【問い合わせ】
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　ＦＡＸ 43-2324

第７回 IGA地域
情報交流カフェ

募集

【と　き】　10 月 26 日㈭
　午後６時～８時
　（受付：午後５時 30 分～）
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール

（伊賀市ゆめが丘一丁目３番地の３）
【内　容】
○第１部（午後６時 10 分～）
　創業の実際と対策
　講師：荒川経営労務事務所
　所長　荒川　晃一さん
○第２部（午後６時 50 分～）
　三重大学との産学連携による新商
品開発
　講師：㈲モンパクトル
　専務取締役　吉島　星日子さん
○第３部（午後７時 10 分～）
　参加者交流会
【対象者】
　伊賀地域内の中小事業者または創
業・起業を志す人
【定　員】
　40 人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・勤務先ま
たは職種を、電話・ファックス・E メー
ルのいずれかでお伝えください。
【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061　ＦＡＸ 41-1062
　　info@yumetechno.jp
【担当課】
　商工労働課

JR 関西本線沿線
ウォーキング

募集

　関西本線木津亀山
間複線電化促進同盟
会では、JR 関西本線
の利用促進のための
ウォークイベントを
開催します。
　木津川市内で秘宝・秘仏の特別開
扉が行われている現光寺・海住山寺を
拝観し、恭仁宮跡を巡るコースです。
【と　き】
　10 月 28 日㈯
　受付：午前９時 20 分～９時 40 分
　出発：午前９時 45 分
　解散：午後２時頃
※雨天中止
【内　容】　※約５km
　JR 加茂駅（集合）⇒現光寺⇒（バ
ス）⇒海住山寺⇒くにのみや学習館
⇒恭仁宮跡
※恭仁宮跡で解散です。（最寄駅は
　JR 加茂駅）
※小学生以下は保護者同伴
※食事は各自でご用意ください。
【定　員】
　40 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　10 月２日㈪～ 20 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時
【申込先】
　木津川市学研企画課
　☎ 0774-75-1201
【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663　ＦＡＸ 22-9852

　６ページの答え　
③『寺村』
　西之立町と二之町筋の辻に建つ
寺村家住宅は、元は両替商森川六
右衛門の居宅でした。江戸時代後
期に建てられたとされますが、そ
の特徴は、角屋敷として入母屋屋
根の厨子二階を持ち、前蔵が通り
に面して接続している点です。蔵
の海鼠壁の文様は、「つづみ繋ぎ」
と呼ばれ、伊賀独特の左官技術を
うかがわせます。
※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

第２回 環境ウォッチング募集

【と　き】　10 月 15 日㈰
　午前 10 時～（90 分程度）
【ところ】　三重県上野森林公園（下
友生１番地）
　集合場所：ビジターコテージ
【内　容】
　公園内での昆虫観察会
　講　師：ぶんぶん探研隊
　山田　翔太さん
【対象者】
　市内在住・在学・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
【定　員】　20 人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込期間】
　９月 20 日㈬～ 29 日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105　ＦＡＸ 20-9107

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

２次元コード　

▲

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

※申し込みの記載がないものは申し込み不要、料金の記載がないものは無料です。



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（10月分）

１歳６カ月児健診
  10 月  ５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
　健康手帳を持参してください。

  10 月 17 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター
（ハイトピア伊賀　４階）

３歳児健診
（３歳６カ月児）

  10 月  ５日（木） 午後 2 時～ 2 時 30 分 青山保健センター

  10 月 19 日（木） 午後１時～ 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（金） 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

※母子健康手帳を持参してください。
【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 11 日（水） 午前 10 時～ 11 時 阿山保健福祉センター
  10 月 18 日（水） 午前 10 時～ 11 時 青山子育て支援センター
  10 月 20 日（金） 午前 10 時～ 11 時 いがまち保健福祉センター
  10 月 23 日（月） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
  10 月 26 日（木） 午前 10 時～ 11 時 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）

①２日㈪・16 日㈪・30 日㈪　【すくすくひろば】　ミニうんどうかい
②４日㈬・11 日㈬・18 日㈬・25 日㈬
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】
＊すべて午前 10 時～

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）

①２日㈪【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
② 13 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
③ 30 日㈪　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
＊①～③：午後２時～
④５日㈭・19 日㈭（３～６カ月）
　12 日㈭・26 日㈭　（７～ 11 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～　【ぴよぴよBaby】
　ベビーマッサージとママサロン（０～４カ月まで）
② 16 日㈪　午前 10 時～　＊予約制（10月２日㈪～）
　【食育教室もぐもぐ】　季節の食材を使った簡単クッキング
③ 30 日㈪　午前 10 時 30 分～（上野公園）
　【出前講座】　秋を見つけに行こう　＊予約制（10月 16日㈪～）
④ 31 日㈫　午後２時～
　【すくすくBaby】　いざという時のために（５～ 11 ヶ月）

月～金曜日、第３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）

①８日㈰　にんにんハロウィン　
② 22 日㈰　ダンボールスライダーをつくってあそぼう
＊すべて午前 10 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）

第２・４日曜日
午前９時～午後３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）

①６日㈮・13 日㈮・20 日㈮・27 日㈮　【らぶらぶひろば】
②19 日㈭　午前10 時 30分～　【おはなしひろば“わくわく”】
③ 30 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）

26 日㈭　午前 10 時～　【わくわくひろば】　歯科相談 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 24 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【みんな集まれ！】　絵本を楽しもう !
② 25 日㈬　午前 10 時～　【たまぴよサロン】　（妊婦と１歳６カ月まで）

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 12 日㈭　【おたのしみひろば】　消防署見学とお話
② 16 日㈪　【のびっこひろば】　スタンプラリーだよ
③ 20 日㈮　【えほんとせいさくひろば】　読み聞かせとカレンダー作り
＊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）

①４日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 12 日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 19 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

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）

※各教室の開催時間は１時間～１時間 30 分程度です。
※参加するときの持ち物など、詳しくは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
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