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離乳食教室募集

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

　離乳食の進み具合はいかがです
か？好き嫌いが出てきたり、自分の
手で食べたり、家族と同じ食卓で楽
しくおいしく食事ができたりと目覚
ましい成長がみられる時期です。こ
の時期からの食事、おやつを一緒に
作ってみましょう。

【と　き】　
　11 月 16 日㈬　
　午後１時 30 分～
３時 30 分

【ところ】　
　いがまち保健福祉
センター

【内　容】　
　講話「離乳食３回食を中心に」・
離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着５人まで託児
　があります。
※電話予約制
【定　員】　
　20 人　※先着順

【持ち物】　
　母子健康手帳・筆記用具・エプロ
ン・三角巾・手ふきタオル

【申込受付開始日】　11 月８日㈫　
【申込先・問い合わせ】
　伊賀支所住民福祉課　
　☎ 45-1015　ＦＡＸ 45-1055

本へのきっかけ
スキルアップ講座

募集

～もっと読み聞かせが
じょうずになりたい！～
【と　き】　
　12 月３日㈯　
　午後１時～４時
【ところ】　
　大山田公民館　
研修室

【対象者】　
　学校・家庭・地域で子育て支援や
読書推進に関わる活動を推進・実践
している人、またこのような活動に
興味・関心がある人
【内　容】
《テーマ》
　「読み聞かせ」の基本を学ぶ
《講　師》
　子どもの本専門店　こぴすくらぶ

　茅谷　千恵子さん
【定　員】
　30 人　※先着順
※先着 10 人まで託児があります。

【申込開始日】　
　11 月 11 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9691

ウェルカムベビー教室募集

　赤ちゃんを迎える準備のお手伝い
として、「ウェルカムベビー教室」
を実施します。
妊 婦 さ ん は も
ちろん、赤ちゃ
ん の お 世 話 を
す る 家 族 も 一
緒 に ご 参 加 く
ださい。

【と　き】　
　12 月４日㈰　
　午前 10 時～正午

【ところ】
　いがまち保健福祉センター

【対象者】
　妊婦とその家族（夫・母など）

【内　容】　
◦新生児の育児について 
◦妊婦体験（家族対象）・沐浴体験
◦情報交換会など

【定　員】　
　15 組　※先着順
【持ち物】　
　母子健康手帳

【申込開始日】　
　11 月８日㈫

【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

■しぐれ忌　
　俳聖松尾芭蕉を偲

しの

び、毎年行われている式典です。
平成 23 年度芭蕉翁献詠俳句の特選句が奉納されます。

【と　き】　
　11 月 12 日㈯
　午前９時 30 分～ 11 時 50 分

【ところ】　
　萬寿寺（柘植町 7373 番地）
【内　容】　
◦式　典　午前９時 30 分～　
◦講　演　午前 10 時 20 分～
《演　題》　「柘植の芭蕉さん」　
《講　師》
　伊賀市文化財保護審議会　会長　中川　甫

はじめ

さん
◦講演終了後　芭蕉公園自由散策
※絵手紙・手向句集・芭蕉翁像・菊などの展示を行
　います。

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120
　㈶芭蕉翁顕彰会　☎ 21-2219

■しぐれ忌俳句大会
　しぐれ忌に合わせて毎年開催している俳句大会で
す。芭蕉さんを偲んで俳句づくりをしてみませんか。

【と　き】　
　11 月 12 日㈯　 
◦受　付：午後０時 30 分～
◦投句締切・開会：午後１時

【ところ】　
　ふるさと会館いが　小ホール

【内　容】
《講　演》　「私の古典」
《講　師》　俳誌「晨

し ん

」編集長　山本　洋子さん
【選　者】　※敬称略
　山本　洋子　石井　いさお　
　伊藤　政美　北村　保　　　
　橋本　輝久　藤井　充子　　
　宮田　正和

【問い合わせ】
　伊賀支所振興課
　☎ 45-9111　ＦＡＸ 45-9120

しぐれ忌・しぐれ忌俳句大会
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― 11 月の二次救急実施病院 ―

※重傷者が重なり、診察できない場合があります。
　また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。
※上野総合市民病院では、原則として入院が必要な
　内科系救急患者をほかの地域の救急病院に搬送さ
　せていただきます。

救急医療機関を受診する際のお願い
＊できるだけ医療機関の通常の診療時間内に受診しましょう。
＊かかりつけ医院を持ちましょう。
＊休日や夜間に急病で受診するときは、まずは一次救急（地
　域の診療所、伊賀市応急診療所など）をご利用ください。

＊小児科以外の診療科です。

≪各病院の受け入れ対象≫
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　開業医または応急診療所の紹介および救急車のみ受け入れ

【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
≪実施時間≫　月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後
５時～翌日午前８時 45 分※月・水曜日が祝日の場合は午前９時
～翌日午前８時 45 分　日曜日：午前９時～翌日午前８時 45 分
　救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡が
必要です（担当医が判断）。連絡がない場合はお断りします。

実施時間帯　平日：午後 5 時～翌日午前 8 時 45 分
土・日・祝日：午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
【所在地】　　上野桑町 1615 番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11 時
日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。

日 月 火 水 木 金 土

1
　上野

２
岡波・名張

3
　名張

4
　上野

５
　名張

６
　名張

７
　岡波

８
　名張

９
岡波・名張

10
　名張

11
　上野

12
　上野

13
　岡波

14
　岡波

15
　上野

16
岡波・名張

17
　名張

18
　上野

19
　名張

20
　名張

21
　岡波

22
　名張

23
岡波・名張

24
　名張

25
　上野

26
　上野

27
　岡波

28
　岡波

29
　上野

30
岡波・名張

　

　市では、伊賀地域の二次救急医療を確保するため、岡波総合病院の支援をいただきながら、市立上野総合市民
病院、名張市立病院による３病院で、二次救急医療に対応しています。　
　３病院の医師の減少により、伊賀地域の二次救急医療体制は大変厳しい状況に陥りました。平成 23 年７月から
岡波総合病院が独自に救急を行うことになり、同病院の実施日には、公立２病院のいずれかが救急を実施するこ
ととさせていただきました。ところが、公立２病院においても現状を維持することが困難となり、平成 23 年９月
からは岡波総合病院の協力を得て、同病院が可能な範囲内で単独で実施していただく日が増えました。
　３病院とも厳しい医療環境の中で、救急医療を実施していることには変わりなく、状況により伊賀地域外の病
院へ搬送しなければならないこともあるのが実状です。
　市民の皆さんには、この厳しい医療の現状をご理解いただき、かかりつけ医への早めの受診などにご協力いた
だきますよう、お願いいたします。

～伊賀地域の二次救急医療体制について～

平成24年度三重大学医学部医学科
推薦入試地域枠Ｂへの市長推薦

【内　容】
　地域医療に携わる医師を確保するために設けられた
推薦入試地域枠Ｂの出願は、市長の推薦を受けること
が要件となります。
【推薦要件】　※次のすべての要件を満たす人
①三重大学の推薦要件を満たすこと
②扶養義務者が市内に３年以上居住していること
③卒業後、県内で地域医療に携わると確約できること
※詳しくは市ホームページ・三重大学推薦入試学生募
　集要項をご覧ください。
【選考方法】
　面接

【提出書類】
　学校長の推薦依頼書など
【申込方法】
　郵送または持参　
【申込期限】
　11 月 25 日㈮　※必着
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部健康推進課地域医療対策室
　☎ 22-9705　ＦＡＸ   26-0151


