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クローバーカレッジ
女性リーダー養成連続講座

募集

　男女共同参画社会実現の施策とし
て、各種役職への登用をはじめ、政
策・方針決定過程への女性の参画拡
大を図り、あらゆる場面で参画でき
る女性リーダーを養成する連続講座
第３期を開催します。
　受講修了生は、地域でリーダー的
役割を担っていただいたり、伊賀市
人材バンクに登録後、審議会など委
員への登用や講座などの市民講師と
して活躍していただきます。
【対象者】　リーダーになってさまざ
まな分野で活躍する意欲のある女性
【と　き】　※いずれも金曜日
○８月２日　午後６時 30分～９時
○９月６日・10月４日・11月１日・
　29日・12月 13日・１月 10日・
　２月７日　午後７時～９時
【ところ】　ハイトピア伊賀　４階　
ミーティングルーム
【定　員】　20人程度
【講座内容】　男女共同参画の概念や
ワークショップ・ディスカッション
で自己表現の方法などを学びます。
詳しくは、お問い合わせください。
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

男女共同参画
ネットワーク会議 新規会員

募集

　男女が共にその個性と能力を十分
に発揮することができる社会の実現
を目的とした会議に、新たに団体・
サークル・個人会員を募集します。
【対象者】
　市内で活動中の男女共同参画推進
に賛同していただける団体・サーク
ル・個人　 ※営利を目的としないこと
【活動内容】　男女共同参画フォーラム
「いきいき未来いが」の開催やネット
ワーク会議会員相互の交流や研修など
【申込方法】
　市ホームページまたは男女共同参
画センターにある申込書に必要事項
を記入の上、お申し込みください。
【申込期限】　７月 10日㈬
【問い合わせ】　男女共同参画セン
ター（人権政策・男女共同参画課）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666

　インナーマッスルを鍛え、やせや
すく、太りにくい体づくりをめざし
ませんか。
【と　き】　※いずれも金曜日
　７月 12 日・26 日、８月９日・
23日、９月６日・20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】　アロマストレッチ、キャン
ドルヨガなど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】　６月 20日㈭
【申込先・問い合わせ】
　島ヶ原支所住民福祉課
　☎ 59-2163

be・美トレ教室募集

廃棄物処理のあり方検討委員募集

【募集人員】
　２人以内
【応募資格】
　次のすべてに該当する人
①市内在住で７月１日現在満20才以
　上70歳未満の人
②市議会議員・市職員でない人
③市が設置するほかの審議会やその
　他附属機関の委員でない人
【委員の任務】
　検討委員会に出席して、市内から
排出される廃棄物（ごみ・し尿）を
適性かつ安全に処理するため、伊賀
市の廃棄物処理のあり方に関して必
要な事項について検討し、意見を述
べていただきます。
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【任　期】
　平成26年３月31日まで
【応募方法】
　伊賀市における廃棄物処理のあり
方に関する意見などを 800 字程度
（様式は自由）にまとめ、住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号を記入の上、郵便・Ｅメー
ル・持参のいずれかで提出してくだ
さい。
【応募期限】
　６月 28日㈮　※必着
※Ｅメールは午後 5時受信まで
【選考方法】　作文審査
※結果は応募者全員に通知します。
【応募先・問い合わせ】
　〒518-1155
　伊賀市治田 3547番地の 13
　伊賀市人権生活環境部清掃事業課
　☎ 20-1050
　　seisou@city.iga.lg.jp

市民夏のにぎわいフェスタ
ボランティアスタッフ

募集

　運営・警備・設営・清掃などのボ
ランティアスタッフを募集します。
【と　き】
　８月 18日㈰
※次の①から④のうちの希望時間
　①午前９時～午後１時
　②午後１時～５時
　③午後５時～ 10時
　④終日
【ところ】
　各イベント会場など（銀座通り・
本町通りとその周辺）
【対象者】
　20 歳以上で、責任を持って来て
いただける人
【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号を記
入の上、はがき・ファックス・Eメー
ルのいずれかでお申し込みください。
【申込期限】
　７月１日㈪
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500番地
　市民夏のにぎわいフェスタ実施委
員会事務局（上野商工会議所内）
　☎ 21-0527　ＦＡＸ 24-3857
　　info@iga-ueno.or.jp
【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

びび

　

● 6 月 27日（木）
　午後０時 30 分～４時
　ハイトピア伊賀１階
●７月 12日（金）
　午前 10 時～ 11 時 30 分・
　午後０時 30 分～４時
　アピタ伊賀上野店
●７月 16日（火）
　午前９時 10 分～10 時 30 分
　大山田保健センター

献血のご案内
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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）

①１日㈪・２日㈫・８日㈪・９日㈫・16 日㈫・17 日㈬・
　22 日㈪・23 日㈫
　【親子教室・誕生会・育児講話など】＊すべて午前 10 時～
　＊２日：七夕かざり作り・23 日：ミニコンサート
　＊利用料：100円／回（実費を徴収する場合があります。）
② 10 日㈬・12 日㈮・19 日㈮・20 日㈯・24 日㈬
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】＊利用料：100 円／回
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～

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）

11 日㈭　午前 10 時～ 11 時 30 分
七夕まつり

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）

22 日㈪　午後２時～４時
【育児なんでも相談会】
離乳食・予防接種・育児などの相談、身体計測

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）

①22日㈪　午前10時30分～（比自岐地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあい遊び　
② 26 日㈮　午後２時～
　【キラキラBaby】　ママの心のストレッチ
③ 29 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【公開講座】　キッズシアターかみふうせん

月～金曜日
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 18 日㈭　午前 10 時 30 分～　【絵本の読み聞かせ】
② 22 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】　７月生まれのおともだち
③毎週火曜日　午前 10 時 30 分～・午後２時～
　【プレイルームであそぼう】　手作りおもちゃなど

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）

11 日㈭・31 日㈬　※どちらも午前 10 時～
【わくわくひろば】
＊ 11 日：親子ふれあい遊び・31 日：読み聞かせ

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）

【あそびのひろば開放】 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）

①４日㈭　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　たなばたまつり
② 10 日㈬　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　３B 体操・ベビーマッサージ
③ 30 日㈫　午前 11 時～
　【おはなしひろば】　絵本の読み聞かせなど

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合がありますので、
　事前にお問い合わせください。

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㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
② 11 日㈭・18 日㈭　※どちらも午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　同学年の交流・手遊び

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（７月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（７月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

※教室に参加するときの持ち物などは事前に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

食育教室「ぱくぱく」 ７月８日（月） 午前 10 時～ 11 時 伊賀市保健センター（☎ 22-9653）
※食について学べる遊びの広場です。

１歳６カ月児健診
   ７月  2 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分

伊賀医師会館
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。

   ７月 30 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分

３歳児健診
（３歳６カ月児）    ７月 11 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

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。

   ７月  ５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 【問い合わせ】

 健康推進課　☎ 22-9653
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 いがまち保健福祉センター☎ 45-1015
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

   ７月  9 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
   ７月 10 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
   ７月 16 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
   ７月 23 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
   ７月 25 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター


