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　カルチャーボランティアガイドいがうえの語り部の
会では、伊賀上野を訪れる多くの観光客によい思い出
をお持ち帰りいただきたいという願いと、おもてなし
の心を持って観光案内をしています。
　そこで、いがうえの語り部の新しい仲間づくりをす
るために、講座を開催します。
【と　き】　（全５回）
　１月 14 日㈯～３月 10 日㈯
　午前９時 30 分～正午
【ところ】
　お城会館・中央公民館ほか
※専用駐車場はありませんので公共交通機関などを利
　用してください。
【参加資格】
　原則として伊賀地域に在住または在勤している人で、
ボランティアガイドとして活動する意欲のある人
【参加費】
　1,000 円（入館料実費負担）
【講　師】
　いがうえの語り部の会

【申込期限】　12 月 28 日㈬
【申込先・問い合わせ】
　㈳伊賀上野観光協会　☎ 26-7788
　商工労働観光課　☎ 43-2309

【講座内容】
◆第１回　

《と　き》　１月 14 日㈯
《内　容》　語り部概要・実施案内の概要
◆第２回

《と　き》　１月 28 日㈯
《内　容》　「上野公園内」の実施研修
◆第３回

《と　き》　２月 11 日㈯
《内　容》　「甚七郎の散歩道　西コース」の実施研修
◆第４回

《と　き》　２月 25 日㈯
《内　容》　「甚七郎の散歩道　東コース」の実施研修
◆第５回

《と　き》　３月 10 日㈯
《内　容》　「上野まち」の実施研修・修了式
※４回以上受講した人には修了証をお渡しします。

健康 21（第 2次）計画
（中間案）パブリックコメント

募集

【募集期間】
　12 月８日㈭～ 28 日㈬　※必着
【募集内容】
　健康 21（第２次）計画（中間案）
に対するご意見
【閲覧方法】
　健康推進課・
各支所住民福祉
課・各地区市民
センターに設置
の資料または市
ホームページをご覧ください。
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見の件
名を記入し、ご意見（「該当箇所」
およびそれに対する「意見内容」）
を記載の上、郵送・FAX・Ｅメー
ル・持参のいずれかで提出してくだ
さい。
※持参の場合は、各支所住民福祉課
　でも受け付けます。
【提出先・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
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151
　　kenkousuishin@city.iga.lg.jp

第 2次障がい者福祉計画
（中間案）パブリックコメント

募集

【募集期間】　12 月 12 日㈪～
平成 24 年１月 13 日㈮　※必着

【募集内容】
　第２次障がい者福祉計画（中間案）
に対するご意見
【閲覧方法】
　障がい福祉課・各支所住民福祉
課・各地区市民センターに設置の資
料または市ホームページをご覧くだ
さい。
※点字・音訳版についてはお問い合
　わせください。
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・意見の件
名を記入し、ご意見（「該当箇所」
およびそれに対する「意見内容」）
を記載の上、郵送・FAX・Ｅメー
ル・持参のいずれかで提出してくだ
さい。
※持参の場合は、各支所住民福祉課
　でも受け付けます。
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部障がい福祉課
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　　shougai@city.iga.lg.jp

いがうえのボランティアガイド　養成講座

ワーク・ライフ・バランス
セミナーの講師派遣

募集

　市では、企業・事業所やその社員
などに対して、ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）を推進
し、育児をしやすい職場づくりをは
じめ多様な働き方が選択できる職場
環境の改革に取り組んでいます。
　そこで、ワーク・ライフ・バラン
スセミナーの開催を希望する市内の
企業・事業所を募集します。
【と　き】　２月中
※協議の上、日時などを調整します。
【会　場】
　企業・事業所内
【内　容】　　　　　
　ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）のための雇用管理の
改善や具体的な推進方法、取り組み
事例紹介など
【申込期限】　　　　
　１月 16 日㈪
※応募多数の場合は、調整の上選考
　します。
【申込先・問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9649
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311
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― 12 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。

＊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　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・年末年始（12 月 29 日～１月３日）：
　　　午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分

日 月 火 水 木 金 土
１
　名張

２
　上野

３
　名張

４
　名張

５
　岡波

６
　名張

７
岡波・名張

８
　名張

９
　上野

10
　上野

11
　岡波

12
　岡波

13
　上野

14
岡波・名張

15
　名張

16
　上野

17
　名張

18
　名張

19
　岡波

20
　名張

21
岡波・名張

22
　名張

23
　上野

24
　上野

25
　岡波

26
　岡波

27
　上野

28
岡波・名張

29
　名張

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・年末年始（12月29日～１月３日）：
　午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
※ 12 月 29 日㈭は午後２時～５時、午後８時～ 11 時です。
※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および休日診療を行っている医療機関につ
　いては、次にお問い合わせください。
　《救急医療情報センター》☎ 24-1199

情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5022

甲賀市甲賀市 亀山市亀山市
となりまち　いが· こうか · かめやま

　水口のかんぴょう栽培はおよそ 400 年前に始ま
りました。江戸時代の有名な錦絵「東海道五十三
次水口宿」でも、かんぴょうを干している風景が
描かれています。昔ながらの手剥

む

き、天日乾燥に
こだわる手間暇をかけた製法で生産された貴重な
かんぴょうです。
　かんぴょうといえば、巻き寿司の具が有名です
が、そのほかにもごま和えや、煮物などでもおい
しくいただけます。
　またかんぴょうは現在の健康食品ブームの中で、
鉄、リン、カルシウム
がバランスよく含まれ
た優れた栄養食品でも
あります。
【問い合わせ】
　甲賀市農業振興課
　☎ 0748-65-0712

食欲をそそる香ばしいピリカラ味
～亀山みそ焼きうどん～

水口に伝わる伝統の味
～水口かんぴょう～

　古くから交通の要
ようしょう

衝として栄えてきた亀山市。
　「みそ焼きうどん」は、国道を行き交うトラック
の運転手のお腹を満たそうと、ある店が考えたの
が始まりといわれています。秘伝の赤みそダレに、
豚肉、キャベツ、うどんを入れたご当地グルメで、
近年、まちおこし市民グループ「亀山みそ焼きう
どん本舗」の活動により知名度もぐんぐん上昇。
市内約 30 店舗で独自の味を楽しめます。
　11 月に開催された「第 6 回 B 級ご当地グルメの
祭典！ B-1 グランプリ in 姫路」
に出展し、全国に広がりを見
せる「亀山みそ焼きうどん」。
食べ歩きマップを片手に、味
くらべしてみませんか。
【問い合わせ】　亀山みそ焼きうどん本舗
　☎ 090-8550-8318
　URL http://kirakame.sakura.ne.jp/misoyaki　  
　市民部市民相談協働室　☎ 0595-84-5079


