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　夏休みを利用して、楽しい工作や
科学の授業に参加しませんか。
【と　き】　８月９日㈭
①午前９時 30 分～
②午後１時 30 分～
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀 ３階テクノホール

（ゆめが丘一丁目３番地の３）
【対象者】
　小学生（３年生以下は保護者同伴）
【内　容】
○木の葉でしおり作り
○虹色が見えるべンハムのコマ作り
【講　師】　三重大学特任教授など
【定　員】　各回 30 人　※先着順
【持ち物】
　筆記用具・歯ブラシ
【申込受付開始日】
　７月 23 日㈪　午前９時
※受付：平日午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】
　ゆめテクノ伊賀　☎ 41-1061
※電話のみ受け付けします。
【問い合わせ】　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

ゆめテクノ伊賀 こども大学募集

食育教室ぱくぱくクッキング
　お子さんと一緒に調理実習や試食
をして、食事やおやつの悩みをみん
なで一緒に解消しましょう！
【と　き】　８月３日㈮
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】　伊賀市保健センター　プ
レイルーム ( ハイトピア伊賀 ４階 )
【内　容】　幼児期の食事やおやつに
ついての講話・調理実習・試食
【対象者】　２～ 3 歳の幼児と保護者
※アレルギーがある場合は申込時に
　ご相談ください。
【持ち物】
　エプロン・手ふきタオル・お茶
【定　員】　15 組　※先着順
【申込受付開始日】　７月 24 日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課　☎ 22-9653

募集

　スポーツ施設および設備の整備に
関することや、スポーツ事業の実施
および奨励に関することなど、ス
ポーツに関する重要事項について調
査、審議いただきます。
【応募資格】
　市内在住の満 20 歳以上の人
※市議会議員および市職員は除く。
【募集人数】　3 人以内
【任　期】　2 年（9 月 1 日～平成 26
年 8 月 31 日）
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募の動機（作文の字数は任意）・
住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を記入の上、郵送・FAX・E メール
のいずれかでお申し込みください。
【応募締切】　8 月７日㈫　※必着
※ FAX・E メールは午後 5 時必着
【選考方法】
　作文審査により、応募の動機、委
員の構成比率などを総合的に考慮し
て選考します。
※選考結果は応募者全員に通知し
　ます。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1422　伊賀市平田 652-1
　伊賀市教育委員会スポーツ振興課
　☎ 47-1284 　ＦＡＸ 47-1290

スポーツ推進審議会委員募集募集

　伊賀地域で創業などをお考えの人
を対象に受講生を募集します。創業
をお考えの人のほか、創業間もない
人、創業に関心のある人ならどなた
でも受講できます。
【と　き】　８月25日㈯、９月１日㈯・
８日㈯・15 日㈯　（全４回）
　午前９時 30 分～午後４時 30 分
【ところ】　ゆめテクノ伊賀（ゆめが
丘一丁目３番地の３）
【内　容】　創業を成功させるポイン
トなど開業基礎知識の習得とビジネ
スプランの作成
【定　員】　30 人　※先着順
【受講料】　5,000 円
【申込期限】　８月 15 日㈬
【申込先・問い合わせ】　〒 519-1412
　伊賀市下柘植 723 番地の１
　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
【問い合わせ】　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

創業塾 2012募集

夏休み俳句教室
～8月１９日は俳句の日～

　今年も夏休み俳句教室を開催しま
す。芭蕉さんになった気分で俳句を
作ってみましょう。
【と　き】　８月 19 日㈰
　午前９時 15 分～正午　※荒天中止
【ところ】
　ハイトピア伊賀 ５階生涯学習セ
ンター・上野公園（散策）
【対象者】　小・中学生
※小学校１～３年生は、保護者など
　の付き添いが必要です。
【内　容】　俳句の作り方教室・俳句
作り・添削指導など
【講　師】　芭蕉翁献詠俳句児童生徒
の部の選者
【持ち物】　筆記用具・水筒・帽子・
タオル・雨具 ( 必要に応じて )
【定　員】　80 人　※先着順
【申込開始日時】
　７月 20 日㈮　午前８時 30 分
【申込先・問い合わせ】
　芭蕉翁記念館　☎ 21-2219
【問い合わせ】　企画課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9628

募集

ボランティア・ティーチャー
　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）
【申込先・問い合わせ】　
　伊賀市教育研究センター
　☎／ＦＡＸ 21-8839

募集

「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
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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）

6 日㈪・7 日㈫・20 日㈪・21 日㈫・27 日㈪・28 日㈫
※すべて午前 10 時～
【誕生会・夏のあそび・親子教室】
※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）

※お問い合わせください。 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）

※お問い合わせください。
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 20 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【出前講座：親子体操・あそび】
　　　　　　　　　　　　（花之木地区市民センター）
② 27 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【出前講座：親子あそび】（友生地区市民センター）

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）

①１日㈬・２日㈭　午前 10 時 30 分～
　【しゃぼん玉であそぼう】（雨天中止）
② 23 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】
③ 27 日㈪　午前 10 時 30 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）

29 日㈬　午前 10 時～
【わくわくひろば】　保育士訪問

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）

28 日㈫　午前 10 時～（追加定員：10 組）
【元気っこひろば】　元気っこ夏まつり（追加募集）
※詳しくはお問い合わせください。

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田西保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

①７日㈫　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　たのしい夏まつり
② 21 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　朗天狗 しんちゃんの読み聞かせ

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）

①１日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②８日㈬・９日㈭・16 日㈭
※すべて午前 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

子育て支援センターの教室・遊び場の開放（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（８月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳６カ月児健診
 8 月  7 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。

 8 月 28 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

３歳児健診
（３歳６カ月児）  8 月 23 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。

 8 月  2 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

【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
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151

 8 月  7 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター

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

 8 月 21 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター

 8 月 23 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

 8 月 28 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

遊びの広場 月～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 青山保健センター（☎ 52-2280）
※乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。

【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


