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ナースのための
　　　カムバックセミナー

募集

　もう一度看護
の現場で働きた
い！でも自信が
ない…と思って
いるあなたへ。看
護業務を体験し
てみませんか？
【と　き】　
① 11 月１日㈭・２日㈮　
　午後 1 時～ 4 時
② 11 月８日㈭・９日㈮
　午後 1 時～ 4 時
【ところ】　上野総合市民病院
【対象者】　看護師免許の取得者で現
在就業中や再就職を希望している人
※４月までに看護師免許取得予定（看
　護学生）の人も可能です。
【内　容】　※①②とも同じ内容です。
《1日目》
○感染予防…手洗いの実習
○看護技術演習…採血・点滴静注・
　血糖測定・インスリン注射・ＭＥ
　機器の取り扱いなど
《２日目》
　救急蘇生法・経管栄養の基礎知識
と取り扱い・医療安全
※希望により病院見学や各種相談も
　受け付けます。
【持ち物】　看護師免許証のコピー
【申込期限】
① 10 月 29 日㈪　② 11 月５日㈪
※一時保育があります。
【申込方法】　電話・FAX
※ FAX の場合、住所・氏名・年齢・
　連絡先電話番号・経験年数・受講
　希望日をご記入ください。
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院
　担当：看護部　青山　美佐子
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268

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

父
お や こ

子料理教室～中華編～募集

　日ごろあまり料理をしないお父さ
んとその子どもさんを対象に料理教
室を開催します。
　親子いっしょに料理の楽しさを味
わってみませんか。
【と　き】　11 月 10 日㈯
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階調理実習室
【対象者】　市内在住の親子
※小学校高学年までの子どもと父親
【定　員】　10 組　※先着順
【参加費】　１組 500 円
【持ち物】　エプロン・三角巾
【申込受付開始日】　10 月９日㈫
【申込先・問い合わせ】
　男女共同参画センター（人権政策・
男女共同参画課内）
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9666　

～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

上野天神祭だんじりウォーク募集

　上野天神祭は秋の伊賀地方を代表
する祭りで、国指定重要無形民俗文
化財です。
　だんじり幕は、長年の使用で劣化
しているため、順次、復元新調・修
理を行っています。
　これらの幕の説明を聞きながら新
しくよみがえった幕を見て、上野天
神祭を再発見してみませんか。
【と　き】
　10 月 23 日㈫
　午後１時～３時 30 分（予定）
　受付：午後０時 30 分
【ところ】
　上野西町集議所（集合）
【内　容】
○上野西町・上野中町・上野小玉町・
　上野鍛冶町の順にだんじり蔵など
　を見学し、専門家から説明を受け
　ます。
○上野小玉町ではだんじりの体験乗
　車ができます。
○途中休憩と粗品の進呈があります。
【定　員】
　先着 30 人
※どなたでも参加できます。
【申込先・問い合わせ】
　文化財室
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

【と　き】　11 月 3 日（土・祝）
※雨天決行
※集合時間などは、申し込み時にお
　知らせします。
【ところ】　大山田農林業公社（伊賀
市)・エコリゾート赤目の森（名張市)
【内　容】　菜の花プロジェクトと木
質バイオマス事業の見学など
【定　員】　40 人　※先着順
【参加費】
　大人：1,000 円
　中学生以下：500 円
【持ち物】　弁当（昼食 )
【申込期限】　10 月 22 日㈪
【申込方法】
　平日の午前 8 時 30 分～午後 5
時15分に電話でお申し込みください。
※内容が変更または中止になること
　があります。
※小学生以下は保護者同伴でお申し
　込みください。
【申込先・問い合わせ】
　環境政策課
　☎ 20-9105
　ＦＡＸ 20-9107

環境ウォッチング募集

　　

【問い合わせ】　総合危機管理室
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話のメールアドレスを登録
した人には、市から緊急情報メー
ルを送信します。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

URL

　お子さんと一緒に調理実習と試食
をして、食事やおやつの悩みをみん
なで一緒に解消しましょう！
【と　き】　11 月６日㈫
　午前 10 時～ 11 時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】　幼児期の食事やおやつに
ついての講話、調理実習、試食
【対象者】
　２～ 3 歳の幼児と保護者 ( アレル
ギーがある場合は申込時にご相談く
ださい。)
【持ち物】
　エプロン・手ふきタオル・お茶
【定　員】
　15 組　※先着順
【申込受付開始日】
　10 月 11 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　ＦＡＸ 22-9666

ぱくぱくクッキング教室募集
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― 10 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
　岡波

2
　上野

3
岡波・名張

4
　名張

5
　上野

6
　名張

7
　名張

8
　岡波

9
　名張

10
岡波・名張

11
　名張

12
　上野

13
　上野

14
　岡波

15
　岡波

16
　上野

17
岡波・名張

18
　名張

19
　上野

20
　名張

21
　名張

22
　岡波

23
　名張

24
岡波・名張

25
　名張

26
　上野

27
　上野

28
　岡波

29
　岡波

30
　上野

31
岡波・名張

≪各病院の受け入れ体制≫
【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を受け入れます。

【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。

≪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。

秋 まつり
ふれあいフェスタ in 青山

　都市と農村の交流の場「青山ハーモニー・フォレス
ト」で、青山の秋をお楽しみください。
【と　き】　 10 月 27 日㈯　午前 10 時～午後 3 時
※雨天決行・荒天中止
【ところ】
　青山ハーモニー・フォレスト（種生 3137-1）
【内　容】　地元でとれた農産物の販売、木工品の展示
と販売、各種体験コーナー、飲食コーナー、アトラク
ション、お楽しみ抽選会など
【問い合わせ】
　「ふれあいフェスタ in 青山」事務局（阿保地区住民
自治協議会内）　☎ / ＦＡＸ   52-5210　　
　青山支所振興課　☎ 52-1114　ＦＡＸ   52-2174

けんずいまつり　2012
　『あやまの恵み・食・文化』をテーマとした阿山の
自然の魅力が盛りだくさんのイベントです。
【と　き】　11 月３日（土・祝）　
　午前 10 時～午後３時　※雨天決行・荒天中止
【ところ】　阿山 B&G 海洋センター駐車場
【内　容】　大鍋イベント、もちつきイベント、各種団
体・サークルなどの発表、地域の特産品などの展示即売
【問い合わせ】
　けんずいまつり実行委員会（阿山支所振興課内）
　☎ 43-1544　ＦＡＸ   43-1679

滝山渓谷紅葉まつり
　澄んだ空の下、楽しいイベントでお待ちしています。
【と　き】　11 月３日（土・祝）
　午前 10 時 30 分～午後２時 30 分
【ところ】　白藤滝周辺
※荒天時は山畑農事集会所
【内　容】　ステージイベント・模擬店など
【その他】　会場には駐車場がないため、山畑農事集会
所からシャトルバスを運行します。
【問い合わせ】
　伊賀支所振興課　☎ 45-9119　ＦＡＸ   45-9120 

市内の

大山田収穫まつり 2012
　地域の産業発展や特産品 PR のほか、子どもからお
年寄りまでが集う世代間交流の場として開催します。
【と　き】　11 月４日㈰
　午前９時 30 分～午後３時　※雨天決行・荒天中止
【ところ】　大山田 B&G 海洋センター駐車場
【内　容】　地域の特産品展示即売・各種団体による物
産市・ステージイベント
【問い合わせ】　大山田収穫まつり実行委員会事務局
（布引地区市民センター内）
　☎ / ＦＡＸ   47-0928
　大山田支所振興課　☎ 47-1157　ＦＡＸ   46-1764


