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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）

①７日㈫・20日㈪・27日㈪　【すくすくひろば】
②８日㈬・15日㈬　【本とおもちゃルームぐるんぱ】　おはなしタイム
③ 23日㈭・24日㈮・25日㈯　おはなしの世界へどうぞ
　【みんなでえほん展 in 曙保育園】
※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）

①６日㈪　午後２時～
　【さあ始めよう離乳食】（４～ 5カ月くらい）＊予約制
②９日㈭・23日㈭（３～６カ月）
　16日㈭・30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）
③ 15日㈬（４～９カ月）、22日㈬（10カ月～１歳半）
　午前 10時～　【エンジェルサークル（親子教室）】　＊予約制
④27日㈪　午後２時～　【赤ちゃんなんでも相談はついく相談会】
⑤ 29日㈬　午前 10時
　【離乳食お悩み相談室】（６カ月～）＊予約制（３人）

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 11日㈯　午前 10時～　【土曜ふれあい広場】
② 17日㈮　午後２時 30分～　【ぴよぴよBaby】
　親子ふれあい遊びとママサロン（０～５カ月）
③ 29日㈬　午後 2時 30分～
　【すくすくBaby】　あかちゃん体操とママサロン（６～ 11カ月）

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）

① 12日㈰　午前 10時～　凧あげ大会
　【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。

第２日曜日
午前９時～午後２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）

①９日㈭　午前10 時15 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
② 10日㈮・17日㈮・24日㈮・31日㈮　午前９時～
　【らぶらぶひろば】　大型遊具遊び
③15日㈬　午前10時15分～　【ミニサロンひまわり】（満１歳～）
　ところ：いがまち公民館図書室（先着 20 組）
④ 27日㈪　午前10 時～　【おたんじょうび会】　１月生まれのおともだち
⑤ 29日㈬　受付：午前９時 50 分～　【アロマストレッチ教室】
　＊予約制（受付：１月８日㈬～１月10日㈮　先着15 組）　
　対象者：４カ月以上の子どもとその保護者など

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）

①20日㈪　午前10時～　【わくわくひろば】　スペシャル相談デー
　（歯科衛生士による歯の個別チェックや助産師による相談）
② 27日㈪　午前 10時～　【ママのためのはっぴーたいむ】
　大人のアートワークショップ　
　＊予約制（受付：１月８日㈬ 午前９時～　先着15組　託児あり）

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 22日㈬　午前10 時～　【たまぴよサロン】　ママのシェイプアップ
　＊予約制（受付：12月 20日㈮～　先着 20 組　対象：３カ月～
　　１歳６カ月の子どもとその保護者など）
② 30日㈭　午前10 時 30 分～　【みんなあつまれ！】　絵本を楽しもう

火～土曜日
午前 9時～午後 5時

大山田子育て支援センター
　大山田保健センター内
　（平田 639　☎ 47-0088）

① 15日㈬　【おたのしみひろば】　おしょうがつあそび　＊予約制
② 17日㈮　【えほんとせいさくのひろば】　読み聞かせとカレンダー作り
③ 20日㈪　【のびっこひろば】　親子であそぼう　＊予約制
④ 28日㈫　【公開講座】　リズムであそぼう
　ところ：大山田農村環境改善センター
※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）

①８日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②９日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳）
③ 16日㈭　【おともだちあつまれ！】　（２歳～）
④ 23日㈭　【なかよし広場】　ベビーマッサージ
⑤ 29日㈬　【赤ちゃん体操】
※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（１月分）（対象者：乳幼児と保護者）

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　℻   22-9666

赤ちゃんの健診と相談（１月分）

１歳６カ月児健診
  １月 ９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）

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７カ月頃、３歳児健診は３歳
　７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。

  １月 28日（火）

３歳児健診
（３歳６カ月児）   １月 16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

  １月 ８日（水）

午前 10時～ 11時

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 

  １月 10日（金） いがまち保健福祉センター

  １月 15日（水） 青山子育て支援センター

  １月 17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）

  １月 20日（月）
午前 10時～ 11時

島ヶ原子育て支援センター

  １月 27日（月） 大山田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

　２月 22日㈯から本町通り周辺で
開催する「伊賀上野・城下町のおひ
なさん」で、うえせん白鳳プラザに
展示する絵手紙を募集します。
【募集内容】　おひなさんをテーマに
した、絵と文字が入った絵手紙　
※用紙は郵便はがきサイズで、紙質
は自由です。
※絵手紙は返却しません。
【応募方法】　郵送・持参
※土・日曜日、祝日は除く。
【応募期限】　２月 14日㈮
【応募先・問い合わせ】
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（観光戦略課内）
　☎ 22-9670　℻   22-9695

【と　き】　２月１日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】　さくらリサイクルセンター
　２階大会議室
【内　容】
　ふろしき活用講座
講師：三重県環境学習センター職員
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　40人　※先着順
【申込方法】　電話
※土・日曜日、祝日、年末年始（12
月 29日～１月３日）を除く。

【申込期間】　
　12月 20日㈮～１月 17日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　℻   20-9107

【と　き】
　１月 30 日、２月６日・13 日・
　20日・27日（全て木曜日）
　午後７時～８時 30分
【ところ】
　上野ふれあいプラザ
　３階　中会議室
【内　容】
　初級中国語の単語・文法・発音レッ
スン
【講　師】　楊　慧敏さん
【対象者】　中学生以上で初めて中国
語を学ぶ人、興味のある人
【料　金】　3,000 円
　学生 1,500 円
※協会会員は料金が異なります。
【持ち物】　筆記用具
【定　員】　30人
【申込方法】　氏名・電話番号・参加
人数を下記までお伝えください。
【申込受付開始日】
　1月 6日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629　℻   22-9631
　 mie-iifa@ict.jp
【担当課】　市民生活課

　新春恒例の干支展を開催します。
皆さんから寄せられた作品のほか、
過去に展示した子年の絵馬、各サー
クルの干支にちなんだ作品を展示し
ます。
【と　き】　１月５日㈰～８日㈬
　午前 10時～午後４時
※期間中、毎日先着 10人にミニ絵
馬をプレゼントします。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階学習室１・２
【問い合わせ】　上野公民館
　☎  22-9637　℻   22-9692

　 ８ページの答え　
② 2.4m
　川東区の阿弥陀寺にあり、破
損磨滅が無く三重県下鎌倉後期
における五輪塔の白眉と言われ
ています。
※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

※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。

「伊賀上野・城下町のおひなさん」絵手紙募集初級中国語講座募集

環境セミナー募集

子の春展催し

「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　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

　　

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いが市PDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
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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）

①７日㈫・20日㈪・27日㈪　【すくすくひろば】
②８日㈬・15日㈬　【本とおもちゃルームぐるんぱ】　おはなしタイム
③ 23日㈭・24日㈮・25日㈯　おはなしの世界へどうぞ
　【みんなでえほん展 in 曙保育園】
※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）

①６日㈪　午後２時～
　【さあ始めよう離乳食】（４～ 5カ月くらい）＊予約制
②９日㈭・23日㈭（３～６カ月）
　16日㈭・30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）
③ 15日㈬（４～９カ月）、22日㈬（10カ月～１歳半）
　午前 10時～　【エンジェルサークル（親子教室）】　＊予約制
④27日㈪　午後２時～　【赤ちゃんなんでも相談はついく相談会】
⑤ 29日㈬　午前 10時
　【離乳食お悩み相談室】（６カ月～）＊予約制（３人）

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 11日㈯　午前 10時～　【土曜ふれあい広場】
② 17日㈮　午後２時 30分～　【ぴよぴよBaby】
　親子ふれあい遊びとママサロン（０～５カ月）
③ 29日㈬　午後 2時 30分～
　【すくすくBaby】　あかちゃん体操とママサロン（６～ 11カ月）

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）

① 12日㈰　午前 10時～　凧あげ大会
　【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。

第２日曜日
午前９時～午後２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）

①９日㈭　午前10 時15 分～　【おはなしひろば“わくわく”】
② 10日㈮・17日㈮・24日㈮・31日㈮　午前９時～
　【らぶらぶひろば】　大型遊具遊び
③15日㈬　午前10時15分～　【ミニサロンひまわり】（満１歳～）
　ところ：いがまち公民館図書室（先着 20 組）
④ 27日㈪　午前10 時～　【おたんじょうび会】　１月生まれのおともだち
⑤ 29日㈬　受付：午前９時 50 分～　【アロマストレッチ教室】
　＊予約制（受付：１月８日㈬～１月10日㈮　先着15 組）　
　対象者：４カ月以上の子どもとその保護者など

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）

①20日㈪　午前10時～　【わくわくひろば】　スペシャル相談デー
　（歯科衛生士による歯の個別チェックや助産師による相談）
② 27日㈪　午前 10時～　【ママのためのはっぴーたいむ】
　大人のアートワークショップ　
　＊予約制（受付：１月８日㈬ 午前９時～　先着15組　託児あり）

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 22日㈬　午前10 時～　【たまぴよサロン】　ママのシェイプアップ
　＊予約制（受付：12月 20日㈮～　先着 20 組　対象：３カ月～
　　１歳６カ月の子どもとその保護者など）
② 30日㈭　午前10 時 30 分～　【みんなあつまれ！】　絵本を楽しもう

火～土曜日
午前 9時～午後 5時

大山田子育て支援センター
　大山田保健センター内
　（平田 639　☎ 47-0088）

① 15日㈬　【おたのしみひろば】　おしょうがつあそび　＊予約制
② 17日㈮　【えほんとせいさくのひろば】　読み聞かせとカレンダー作り
③ 20日㈪　【のびっこひろば】　親子であそぼう　＊予約制
④ 28日㈫　【公開講座】　リズムであそぼう
　ところ：大山田農村環境改善センター
※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）

①８日㈬　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②９日㈭　【おともだちあつまれ！】　（妊婦と０～１歳）
③ 16日㈭　【おともだちあつまれ！】　（２歳～）
④ 23日㈭　【なかよし広場】　ベビーマッサージ
⑤ 29日㈬　【赤ちゃん体操】
※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（１月分）（対象者：乳幼児と保護者）

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　℻   22-9666

赤ちゃんの健診と相談（１月分）

１歳６カ月児健診
  １月 ９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）

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７カ月頃、３歳児健診は３歳
　７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。

  １月 28日（火）

３歳児健診
（３歳６カ月児）   １月 16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

  １月 ８日（水）

午前 10時～ 11時

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 

  １月 10日（金） いがまち保健福祉センター

  １月 15日（水） 青山子育て支援センター

  １月 17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）

  １月 20日（月）
午前 10時～ 11時

島ヶ原子育て支援センター

  １月 27日（月） 大山田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

　２月 22日㈯から本町通り周辺で
開催する「伊賀上野・城下町のおひ
なさん」で、うえせん白鳳プラザに
展示する絵手紙を募集します。
【募集内容】　おひなさんをテーマに
した、絵と文字が入った絵手紙　
※用紙は郵便はがきサイズで、紙質
は自由です。

※絵手紙は返却しません。
【応募方法】　郵送・持参
※土・日曜日、祝日は除く。
【応募期限】　２月 14日㈮
【応募先・問い合わせ】
　伊賀上野・城下町のおひなさん実
行委員会事務局（観光戦略課内）
　☎ 22-9670　℻   22-9695

【と　き】　２月１日㈯
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】　さくらリサイクルセンター
　２階大会議室
【内　容】
　ふろしき活用講座
講師：三重県環境学習センター職員
【対象者】　市内在住・在勤の人
【定　員】　40人　※先着順
【申込方法】　電話
※土・日曜日、祝日、年末年始（12
月 29日～１月３日）を除く。

【申込期間】　
　12月 20日㈮～１月 17日㈮
　午前９時～午後５時
【申込先・問い合わせ】　環境政策課
　☎ 20-9105　℻   20-9107

【と　き】
　１月 30 日、２月６日・13 日・
　20日・27日（全て木曜日）
　午後７時～８時 30分
【ところ】
　上野ふれあいプラザ
　３階　中会議室
【内　容】
　初級中国語の単語・文法・発音レッ
スン
【講　師】　楊　慧敏さん
【対象者】　中学生以上で初めて中国
語を学ぶ人、興味のある人
【料　金】　3,000 円
　学生 1,500 円
※協会会員は料金が異なります。
【持ち物】　筆記用具
【定　員】　30人
【申込方法】　氏名・電話番号・参加
人数を下記までお伝えください。
【申込受付開始日】
　1月 6日㈪
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629　℻   22-9631
　 mie-iifa@ict.jp
【担当課】　市民生活課

　新春恒例の干支展を開催します。
皆さんから寄せられた作品のほか、
過去に展示した子年の絵馬、各サー
クルの干支にちなんだ作品を展示し
ます。
【と　き】　１月５日㈰～８日㈬
　午前 10時～午後４時
※期間中、毎日先着 10人にミニ絵
馬をプレゼントします。

【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階学習室１・２
【問い合わせ】　上野公民館
　☎  22-9637　℻   22-9692

　 ８ページの答え　
② 2.4m
　川東区の阿弥陀寺にあり、破
損磨滅が無く三重県下鎌倉後期
における五輪塔の白眉と言われ
ています。
※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

※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。

「伊賀上野・城下町のおひなさん」絵手紙募集初級中国語講座募集

環境セミナー募集

子の春展催し

「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　℻   22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

　　

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　https://www.city.iga.lg.jp/

広報いが市PDF版

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
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