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木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

　夏休みの自由研究に身近な川で自
然観察をしませんか。
◆青蓮寺川支流親子リバートレッキ
　ング
【と　き】　８月２日㈰　
　午前９時～午後３時
【ところ】　
　青蓮寺川支流・横輪川上流域
【定　員】　20 人
※先着順・小学４年生以上（小学生
　は保護者同伴）
◆川に入り、川を身体で体験しよう
　（水生生物調査含む。）
【と　き】　８月８日㈯
　午前 10 時～午後３時
【ところ】　
　木津川（依那古地区）
【定　員】　30 人　
※先着順・小学生以上（小学校１・２
　年生は保護者同伴）
◆忍者も使った薬草の宝庫、三峰山
　を登る
【と　き】　９月 13 日㈰
　午前８時～午後３時 30 分
【ところ】　
　奈良県宇陀郡御杖村（三峰山）
【定　員】　25 人　
※先着順・小学４年生以上（小学生
　は保護者同伴） 
【申込方法】
　事務局まで電話・ファックスでお
申し込みください。
【申込受付開始日】
　７月 21 日㈫
　午前 10 時～
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、木津川上流河川事務所ホームペ
ージをご覧ください。
【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 ((一社) 近畿建設協会 )
　☎ 0742-36-8760
　ＦＡＸ 0742-36-8782
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　ＦＡＸ 43-2324

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

募集

【と　き】　8 月 18 日㈫
　午前 10 時～ 11 時
【ところ】　
　阿山保健福祉センター　ホール
【内　容】　
　英語を使って歌や踊りを楽しみま
す。アロマセラピーやベビータッチ
などの企画もあり、大人も子供も楽
しめます。夏休みの思い出にぜひご
参加ください。
【対象者】　
　英語に興味のある親子、英語教育
に関心のある人
【参加料】　
　子ども１人につき 500 円（アメ
リカンパイ非会員）
※申し込み不要
【問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　　　
　市民生活課　
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641　広報いが市・行政情報番組

（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

中学校卒業程度認定試験募集

　中学校卒業程度の学力があること
を認定するために、国が行う試験です。
合格した人は、高等学校の入学資格
が得られます。
【受験資格】
①病気などやむを得ない事由により、
　保護者が義務教育諸学校に就学さ
　せる義務を猶予または免除された
　人で、今年度末（平成28年３月31
　日）までに満 15 歳以上になる人
②保護者が就学させる義務の猶予ま
　たは免除を受けず、かつ、今年度
　末までに満 15 歳に達する人で、中
　学校を卒業できないと見込まれ
　ることについてやむを得ない事由
　があると文部科学大臣が認めた人
③今年度末までに満 16 歳以上にな
　る人
④日本国籍がない人で、今年度末ま
　でに満 15 歳以上になる人
【と　き】　10 月 28 日㈬
　午前 10 時～午後３時 40 分
【ところ】　三重県庁講堂棟　３階第
131・132 会議室 
【試験科目】　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）
【願書受付期間】　
　８月 24 日㈪～９月 11 日㈮
※当日消印有効
【問い合わせ】　三重県教育委員会事
務局高校教育課　☎ 059-224-2913

ことばだけで伝えるおはなし会
～ストーリーテリングの世界～

募集

　ストーリーテリングは、覚えたお
はなしを、本を持たずに生の声だけ
で語ります。語るおはなしの多くは
外国や日本の昔話です。心に響く語
りをお楽しみください。
【と　き】　
　８月９日㈰（各回 30 分程度）
◦第１部：午後２時～（５歳から楽
　しめます。）
◦第２部：午後３時～（一般向け）
【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室
【語り手】　
　津おはなしの会「マザー・グース」
【定　員】　第２部：30 人程度
※先着順
※第１部は申し込み不要
【申込受付開始日】
　７月 23 日㈭　午前９時～
【申込先・問い合わせ】
　上野図書館　　
　☎ 21-6868　ＦＡＸ 21-8999

夏休み子ども俳句教室募集

　俳句の日にちなみ、小・中学生を
対象とした「夏休み子ども俳句教室」
を開催します。今年も大垣市の子ど
もたちと交流します。一緒に俳句を
作りましょう。
【と　き】　
　８月 19 日㈬　午後１時～４時
【ところ】　上野森林公園
【講　師】　
　芭蕉翁献詠俳句児童・生徒の部選者
【持ち物】　筆記用具・ノート・水筒・
帽子・雨具
【定　員】　30 人　※先着順
【申込方法】　電話で住所・氏名・学
年・電話番号を伝えてください。
【申込期間】　
　７月 18 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

～ウィークリー伊賀市～
　８月は「スポーツリーダーバン
クをご利用ください」などをお送
りします。
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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  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。

　８月 25 日（火）

３歳児健診
（３歳６カ月児）    ８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

   ８月 ５日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
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 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）

　８月 17 日（月） 午前10 時 30 分～11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
   ８月 18 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

   ８月 19 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分
いがまち保健福祉センター
青山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㈫・17 日㈪・18 日㈫・24 日㈪・25 日㈫・31 日㈪
　＊すべて午前 10 時～
　【すくすくひろば】　水あそびなど
②５日㈬・７日㈮・19 日㈬・22 日㈯・26 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）

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）

① 17 日㈪（４～９カ月）・24 日㈪（10 カ月～１歳半） 　
　【エンジェルサークル】　なつまつり　＊予約制
② 31 日㈪　【赤ちゃんなんでも相談・発育測定会】
③７日㈮　【離乳食教室】　（４～５カ月くらい）　＊予約制
＊①～③：午後２時～
④６日㈭・20 日㈭（３カ月～ハイハイするまで）
　10 日㈪・21 日㈮　（ハイハイ～ 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）

① 28 日㈮　午後２時～
　【キラキラBaby】　ベビーマッサージ
② 24 日㈪　午前 10 時 30 分～　（友生地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあい遊び

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 20 日㈭　午前 10 時 30 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
② 24 日㈪　午前 10 時 15 分～
　【誕生会】　８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）

24 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）

26 日㈬　午前 10 時 30 分～
【みんな集まれ！】　てあそび・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）

①７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 11 日㈫　【子育てひろば】　ベビーマッサージママ体操
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
②６日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳児）
③ 20 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

※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（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）
食育運動教室「げんきっず」 ８月 28 日（金） 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 　８月 ６日（木） 午後２時～３時


