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市民ふれあい農園利用者募集

【ところ】
　予野・青蓮寺開
畑地内
【募集区画】
※１人何区画でも
　利用できます。
　小区画　50㎡：90区画
　大区画　100㎡：19区画
【利用料】
　小区画：年間 15,000 円／区画
　大区画：年間 30,000 円／区画
※使用期間が 12カ月に満たない場
　合は月割り額になります。
※ 100㎡以上の区画利用で、面積
　に応じて割り引きがあります。
【付帯施設】
　ログハウス〔管理棟〕・トイレ・ロッ
カー（有料）・シャワー（有料）・農
機具（一部有料）
【利用期間】
　契約月～平成26年３月31日（継
続更新可）　
※途中解約はできません。
【申込先・問い合わせ】
　明日が楽しみな里づくり委員会
　☎／℻   39-1250
※後日、市と貸付契約書を締結
【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　℻   43-2313
　農村ふれあいセンター
　☎／℻   39-1250 
　農園管理棟　☎ 39-0693
※管理人不在日：月・水・金曜日（祝
　日を除く。）

三重県私費留学生・医療看護系
　　外国人奨学金受給者募集

募集

　県では、成績・人物ともに優秀な
人に奨学金を給付し、国際感覚と視野
に富んだ人材を育成するため、私費留
学生奨学金の受給者を募集します。
【募集人数・給付額】
※給付額は、在籍する大学の授業料
　相当額です。
①私費海外留学生：10人以内
　年間 120 万円上限（学校間協定
は年間 84万円上限）
②外国人留学生：10人以内
　年間 60万円上限
③医療看護系外国人学生：５人以内
　年間 60万円上限
【応募期限】
　４月 19日㈮　午後５時　※必着
※応募条件、申込方法など詳しくは
　お問い合わせください。
【問い合わせ】
　（公財）三重県国際交流財団
　☎ 059-223-5006
　市民生活課
　☎ 22-9702
　℻   22-9641

　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と　き】　３月 10日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】　消防本部　会議室
【講習内容】
○心肺蘇生法（成人・小児・乳児）
○AEDの使用
○外傷・止血などの応急手当
【対象者】
　15歳以上で市内在住・在勤の人
【募集人数】　20人　※先着順
【申込方法】
　消防救急課・各消防署・分署にある
申込用紙に記入の上、郵送・FAX・Ｅ
メール・持参のいずれかで申し込ん
でください。
※郵送・FAX・Ｅメールによる申し
　込みの場合は事前に電話で確認し
　てください。
※郵送による申し込みの場合は返信
　用の封筒を同封してください。
※申込用紙は市ホームページからも
　ダウンロードできます。
【申込期限】　３月７日㈭
※受講修了者に「修了証」を交付
※実技がありますので、動きやすい
　服装で受講してください。
【申込先】
　消防救急課・各消防署・分署
【問い合わせ】
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　℻   24-9111
　　shoubou@city.iga.lg.jp

上級救命講習会募集

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ⬇
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

上野市駅前ロータリーの
　　　　　　　 バス停が移動します
　上野市駅前地区市街地再開発事業
に伴い、上野市駅前の工事を行って
います。その工事により、３月４日
㈪からバス停を移動します。
　移動先は、現在ご利用いただいて
いるバス停から約 20m南にあるハ
イトピア伊賀の前になります。
　ご不便をおかけしますが、ご了承
ください。
【問い合わせ】
　企画課
　☎ 22-9621
　℻   22-9628
　三重交通㈱
　☎ 66-3715

A 降車スペース

①

名古屋行き
横浜・品川行き
梅田・新大阪駅行き
国道山添・天理駅前行き
市民病院行き
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西山行き
JR伊賀上野駅行き
諏訪下出行き
伊賀支所前行き
中矢行き
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名張駅前行き
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― 3 月の二次救急実施病院 ―

＊小児科以外の診療科です。

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

日 月 火 水 木 金 土

１
　上野

２
　名張

３
　名張

４
　岡波

５
　上野

６
岡波・名張

７
　名張

８
　上野

９
　上野

10
　岡波

11
　岡波

12
　名張

13
岡波・名張

14
　名張

15
　上野

16
　名張

17
　名張

18
　岡波

19
　上野

20
岡波・名張

21
　名張

22
　上野

23
　上野

24
　岡波

25
　岡波

26
　名張

27
岡波・名張

28
　名張

29
　上野

30
　上野

31
　名張

≪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。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　救急医療情報センター（☎24-1199）へお問い合わせください。

※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。

≪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。

医・看護学実践教育プログラム第２回

　　 『伊賀塾』
【対象者】
　医師・看護師・コメディカルを含むすべての医療職
員、大学院生、医学生、看護学生、中・高生、患者と
そのご家族、医療産業関係者、そのほか医療に関心が
ある人
【参加費】　無料（講義のみ）
※宿泊：5,500 円、ナイトセッション：4,500 円
（宿泊先は、上野フレックスホテルまたはホテルグラ
ンティア伊賀上野を斡旋。ホテル・会場間の送迎あり。
事前の振り込みが必要です。）

※全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金
　を受けて実施します。
※伊賀市と㈶自治総合センターが主催しています。

　第１回に引き続き、伊賀塾が開催されます。前回は、各界の
知識人を講師に招き、全国 22都府県で 160 人、医療に留ま
らず、さまざまな分野から塾生の参加があり、医療再生・人
間再生のためにどのように考え、行動すべきかを論じ合いまし
た。今回も前回に劣らず、白熱した議論が展開されることが期
待されます。（3年間で 6回開催予定の第 2回です。）

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0823　三重県伊賀市四十九町 831
　伊賀塾事務局（伊賀市立上野総合市民病院内）
　☎ 24-1111　℻   24-1565
　　byouin-shomu@city.iga.lg.jp
　　http://www.mwmc.jp/

【と　き】
○ 4月 28日㈰
　開塾式 ･講義：午後１時～６時 15分
　ナイトセッション (夕食含む。)：午後７時 30分
○ 4月 29日㈪
　講義 ･パネルディスカッション ･閉塾式
　午前８時～正午
【ところ】
　国史跡旧崇廣堂
※ナイトセッションは上野フレックスホテルのオーク
　ホール（平野中川原484-1）で行います。
【定　員】　100名　※先着順

【講　師】
○京都大学大学院　思修館専任特定教授　光山　正雄さん
○聖路加看護大学　学長　井部　俊子さん
○ノンフィクション作家　後藤　正治さん
○カルビー㈱　代表取締役会長兼CEO　松本　晃さん
○名古屋大学大学院医学系研究科　准教授　杉浦　伸一さん
○上野総合市民病院　院長　三木　誓雄
○東京女子医科大学　名誉教授　小柳　仁さん（塾長） URL


