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～伊賀市国際交流協会主催～
【と　き】　８月 23日㈫　
　午前 10時～ 11時	

【ところ】　
　阿山保健福祉センター　ホール

【内　容】　
　幼児向け英語の歌や踊り、ゲーム
などを行います。

《テーマ》　「ハワイ」フラを踊ろう！
※英語育児や教育に興味のある人も
　歓迎します。タイムカプセルを開
　けます。

【参加費】　500円
【持ち物】　
　はさみ・色鉛筆・のり
※動きやすい服装で参加してください。

【問い合わせ】
　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　ＦＡＸ 43-1679

親子英語サークル
アメリカンパイサマーイベント

募集

　豊富な観光資源を活かした総合的 ･
効果的な観光振興をより一層推進す
るため、基本構想と具体的な推進計
画を明らかにした「観光振興ビジョ
ン」を策定します。
　そこで、策定方針について市民の
皆さんのご意見を募集します。

【募集期間】　
　8月 5日㈮～ 25日㈭

【閲覧方法】
　市ホ－ムぺ－ジまたは商工労働観
光課・各支所振興課に設置の資料をご
覧ください。

【提出方法】
　「該当箇所」およびそれに対する
「意見内容」・住所・氏名・電話番
号を記入の上、郵送・FAX・Ｅメ－
ル・持参のいずれかで提出してくだ
さい。
※提出していただいたご意見は、計
　画策定の参考資料とさせていただ
　き、市の意見と併せて商工労働観
　光課・各支所振興課および市ホ－
　ムペ－ジで公表します。
※個別に回答はしません。
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-1395
　伊賀市馬場 1128番地
　伊賀市産業建設部商工労働観光課
　☎ 43-2309　ＦＡＸ 43-2311
　　shoukan@city.iga.lg.jp

観光振興ビジョン
策定方針パブリックコメント

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
ちゃんの世話をする家族も一緒にご
参加ください。

【と　き】
　９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
【申込受付開始日】　８月９日㈫
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
	☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

ウェルカムベビー教室募集

【と　き】　毎週月曜日（全 6回）
　8月 29日～ 10月 17日
　午後 7時～ 8時 30分
※月曜日が祝日の場合は休講

【ところ】　
　本庁北庁舎１階　第 11会議室

【講　師】　伊賀の伝丸副代表（スペ
イン語通訳）　菊山	　順子さん

【内　容】　発音・アクセント・簡単な
あいさつ・自己紹介・会話練習・ネ
イティブゲストとの交流会など

【定　員】　30 人　※先着順
【受講料】　3,000 円
【テキスト代】　800円
※伊賀市国際交流協会会員はテキス
　ト代が無料です。

【申込受付開始日】　８月８日㈪
【申込先 ･ 問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会
　☎ 22-9629

スペイン語基礎講座募集

～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

【と　き】　８月 30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】
　８月 11日㈭　

【申込先・問い合わせ】 
　伊賀支所住民福祉課
　☎ 45-1015

離乳食教室募集

　地域的な自然条件や歴史的・社会
的特性を生かしながら地域産業を持
続的に発展させ、活力ある豊かで住
みよい地域社会を創造することによ
り“ひとが輝く　地域が輝く”まち
づくりを実現するため、地域活性化
条例に基づき、地域活性化計画（後
期推進計画）を策定します。
　そこで、策定方針について市民の
皆さんのご意見を募集します。

【募集期間】　
　８月５日㈮～ 25日㈭

【閲覧方法】　
　市ホ－ムぺ－ジまたは農林振興課・
各支所振興課に設置の資料をご覧く
ださい。

【提出方法】　
　「該当箇所」およびそれに対する「意
見内容」・住所・氏名・電話番号を記
入の上、郵送・FAX・Ｅメ－ル・持参
のいずれかで提出してください。
※提出していただいたご意見は、計
　画策定の参考資料とさせていただ
　き、市の意見と併せて農林振興課・
　各支所振興課および市ホ－ムペ－
　ジで公表します。
※個別に回答はしません。

【提出先・問い合わせ】　〒518-1395
　伊賀市馬場 1128番地
　伊賀市産業建設部農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313
　　nourin@city.iga.lg.jp

地域活性化計画
（後期推進計画）策定方針

パブリックコメント

募集
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― ８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、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：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分

日 月 火 水 木 金 土

1
岡波・名張

2
　上野

３
岡波・名張

4
　名張

5
　上野

6
　上野

7
　上野

８
岡波・名張

9
　名張

10
岡波・名張

11
　名張

12
　上野

13
　名張

14
岡波・名張

15
岡波・名張

16
　上野

17
岡波・名張

18
　名張

19
　上野

20
　上野

21
　上野

22
岡波・名張

23
　名張

24
岡波・名張

25
　名張

26
　上野

27
　名張

28
岡波・名張

29
岡波・名張

30
　上野

31
岡波・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

伊賀市応急診療所だより ４－２号

　伊賀市応急診療所は、伊賀医師会や伊賀薬剤師会の協力により、夜間・休日の一次救急医療機関として運営
しています。昨年度の受診者は 7,842 人でした。
　応急診療所は、救急車を呼ぶほどではないけれど、翌日や休み明けまで家で様子をみるのが心配な場合や、
かかりつけ医が不在の場合などに、応急的な診療を行うところです。日ごろから、かかりつけ医を持つことを
心掛け、身体に変調を感じたときは、早めに医療機関で受診するようお願いします。

伊賀市応急診療所を受診する際のお願い
◦健康保険証、各種医療証および受給者証、ほかに薬を
　服用している人は、薬の内容がわかるものをご持参く
　ださい。
◦悪天候（台風・積雪など）時は、やむをえず休診す
　る場合があります。電話でご確認ください。
診察などに関しての注意事項
◦薬の調剤は院外処方（市内の指定薬局）です。
◦処方日数は、原則１日分です。（連休・年末年始は除
　きます。）
◦応急診療所では、点滴処置やレントゲン検査などは
　できません。
◦翌日、休日明けには、かかりつけ医などの診察を受
　けてださい。
二次救急医療（緊急な治療や入院の必要な人）への紹介
　伊賀市応急診療所で診察の結果、医師が二次救急医
療を受診する必要があると判断した場合は、当番病院を
紹介します。ただし、診療状況などにより当番病院が受
け入れできない場合は、伊賀地域以外の病院となる場合
もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

熱中症について
～身体の異常を感じたら～

◦日陰やクーラーの効いた涼しい場所へ
　移動しましょう。
◦衣服をゆるめ、楽な姿勢で休みましょ
　う。
◦スポーツドリンクなどを飲み、水分を
　とりましょう。
◦体に濡れタオルをかけるなどして冷や
　しましょう。

◆「水分がとれない」「気分が悪い」「意識がぼんやり
　している」「反応がにぶい」などの場合は、すぐに医
　療機関を受診しましょう。

【問い合わせ】
　健康推進課地域医療対策室
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 		26-0151


