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俳句の日制定記念事業
夏休み俳句教室

募集

　８月 19 日は、俳句の日です。今
年もこの日にちなみ、小・中学生を
対象とした「夏休み俳句教室」を開
催します。芭蕉さんの気持ちになっ
て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】　阿波地区市民センターなど
【内　容】　俳句の作り方教室・野外
での俳句作り・添削指導など

【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。

【定　員】　60 人　※先着順
【指導者】　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 )

【申込受付開始日時】
　７月 20 日㈯　午前８時 30 分

【申込方法】　電話
【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

創業塾 2013募集

　伊賀市商工会では、伊賀地域で創
業などをお考えの人を対象に「創業
塾 2013」の受講生を募集します。

【と　き】　８月３日・10 日・24 日・
31 日の４日間　※すべて土曜日
　午前９時 30 分～午後４時 30 分

【ところ】　ゆめテクノ伊賀（産学官
連携地域産業創造センター）

【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】　７月 24 日㈬
【申込先・問い合わせ】　伊賀市商工会
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307

【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

食生活改善推進員養成講座募集

　食生活についての正しい知識を身
につけ、健康づくりに役立ててみま
せんか。養成講座を修了した人は『食
生活改善推進員』として、身近な地
域で活動していただけます。

【と　き】　９月 13 日㈮・10 月８
日㈫・11 月８日㈮・12 月 13 日㈮・
１月 17 日㈮・２月 14 日㈮
　いずれも午前 10 時～午後３時

【ところ】　ハイトピア伊賀　４階　
多目的室・調理実習室

【受講費用】
　5,000 円（テキスト代含む。）

【定　員】　30 人　※先着順
【申込受付開始日】　７月 22 日㈪
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

　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 26 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 28 日㈬～９月 13 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　キャリア教育班
　☎ 059-224-2913

中学校卒業程度認定試験募集

　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】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

ご意見をお聞かせください

～広報いが市～
　８月１日号では「出前講座に
ついて」などを紹介します。

木津川上流管内
河川レンジャー活動

募集

～夏休み自由研究！
身近な川で自然観察をしよう～

　どなたでも参加できます。小学校
低学年以下は保護者が同伴してくだ
さい。
○源流シャワークライミング体験と    
　古琵琶湖学習会

【と　き】　7 月 28 日㈰
　　　　　午前 10 時～午後 5 時

【ところ】　奥馬野
【申込期限】
　7 月 25 日㈭　※先着 40 人
○川下り・カヌー体験

【と　き】　8 月 10 日㈯
　　　　　午前 10 時～午後 3 時

【ところ】　木津川 ( 依那古地区 )
【申込期限】
　8 月 8 日㈭　※先着 30 人
○名張川源流探検

【と　き】　8 月 18 日㈰
　　　　　午前 8 時 30 分～午後 3 時

【ところ】　奈良県宇陀郡御杖村
【申込期限】
　8 月 15 日㈭　※先着 30 人
○遊んで学ぶ　水のはたらき

【と　き】　8 月 18 日㈰
　　　　　午前 9 時～正午

【ところ】　名張川 ( 積田神社付近 )
【申込期限】
　8 月 15 日㈭　※先着 15 人
○子ども水辺調査隊 ( 夏 )

【と　き】　8 月 25 日㈰
　　　　　正午～午後 4 時

【ところ】　名張市旧細川邸やなせ宿
【申込期限】
　8 月 22 日㈭　※先着 親子 5 組

（9 月下旬と 1 月下旬にも参加でき
る人 )

【申込方法】　郵送・ファックス
※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】　〒 518-0713
　名張市平尾 2980-26　名張不動
産ビル 3 階 (一社)近畿建設協会内
　国土交通省 河川レンジャー事務局
　☎ 62-0476　ＦＡＸ 62-0477
　　http://www.kkr.mlit.go.jp/

kizujyo/
URL
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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

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）

①５日㈪・６日㈫・19 日㈪・20 日㈫・26 日㈪・27 日㈫
　【誕生会・夏のあそび・親子教室】　すべて午前 10 時～
②２日㈮・７日㈬・21 日㈬・24 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】＊事前にお電話ください。
＊利用料：100 円／回（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）

月～金曜日　午前 10 時～午後 3 時
【遊び場の開放】

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）

①１日㈭　【離乳食教室】（離乳食開始～８カ月児）
②９日㈮・21 日㈬・30 日㈮　午後１時 30 分～２時 30 分
　【ベビーマッサージ】（３カ月～１歳児）
③ 19 日㈪　【夏の過ごし方のお話】（４～９カ月児）
④ 23 日㈮　【夏の過ごし方のお話】（10 カ月～１歳半児）
　①③④は午後２時～３時
⑤ 26 日㈪　午後２時～４時　【育児なんでも相談会】

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㈫　午前 10 時 30 分～
　【公開講座もぐもぐ】　歯のおはなし　
② 19 日㈪　午前 10 時 30 分～（久米地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあい体操
③ 23 日㈮　午後２時～
　【キラキラBaby】　家庭で役立つ救命法
④ 26 日㈪　午前 10 時 30 分～（府中地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあいあそび

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）

①８日㈭　午前 10 時 30 分～　【絵本の読み聞かせ】
② 26 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】　８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 30 分～
　【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）

27 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）

【プレイルームの開放】 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）

①６日㈫　午前 10 時 30 分～　【おたのしみひろば】　なつまつり
② 20 日㈫　午前 10 時 30 分～　【子育て講座】　交通安全教室
③ 28 日㈬　午前 11 時～　【おはなしひろば】　読み聞かせなど

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊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）

①７日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②８日㈭・22 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（８月分）（対象者：乳幼児と保護者）

※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」 ８月９日（金） 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
   ８月 22 日（木） 午後２時～ 2 時 30 分 阿山保健福祉センター 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 27 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  ８日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館
   ８月 22 日（木） 午後 1 時～ 1 時 30 分 阿山保健福祉センター
   ８月 29 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（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
 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  6 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
   ８月  7 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
   ８月 20 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
   ８月 22 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター
   ８月 27 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター


