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「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

希望される場合はお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662

募集

再就職準備セミナーｉｎ伊賀
「わたしらしい働き方さがし」

再就職をめざす女性を対象に、就
職活動に役立つ情報や履歴書の書き
方・面接対策などについて講義を行
います。
【と き】
○第１回：１月 18 日㈮
○第２回：２月 15 日㈮
○第３回：３月１日㈮
午前 10 時～正午
※各回の講義内容は同じです。
【ところ】 ハイトピア伊賀 ４階
ミーティングルーム
【対象者】 市内在住で、再就職をめ
ざしている女性
【定 員】 各回１０人程度
※託児あり（要予約）
【申込受付開始日】 12 月３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）
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9666
三重県環境生活部男女共同参画・
NPO 課
☎ 059-224-2225
ＦＡＸ 059-224-3069

～ウィークリー伊賀市～

今月は「温泉であったまろう
前編（やぶっちゃ編）／後編（さ
るびの編）
」などをお送りします。

募集

おおやまだ元日マラソン

「おおやまだ元日マラソン」に参
加して、さわやか
自宅で学べる通信制の大学です。
に新年をスタート
【募集内容】
しましょう。
教養学部学生・大学院生
【と き】
【学生の種類】
１月１日（火・祝）
①教養学部
受 付：午前７時
○科目履修生：半年間在学し、興味
45 分
のある科目を学ぶ。
開会式：午前８時
○選科履修生：１年間在学し、興味
15 分～
のある科目を学ぶ。
スタート：午前８時 30 分～
○全科履修生：４年以上在学し、大
【ところ】 伊賀の国 大山田温泉さ
学卒業をめざす。
るびの こころの丘（スタート・ゴール）
②大学院
【種 目】
○修士科目生：半年間在学し、興味
《マラソン》
のある科目を学ぶ。
○3.5km の部
○修士選科生：１年間在学し、興味
○５km の部
のある科目を学ぶ。
《ウォーキング》
【入学資格】
○２km の部
全科履修生は 18 歳以上で、高等
※いずれもタイムレースではありま
学校卒業またはこれと同等以上の
せんので記録計測は行いません。
人。科目履修生・選科履修生は 15
【定 員】 600 人 ※先着順
歳以上の人。大学院修士科目生・修
※小学３年生以下の人は保護者の同
士選科生は 18 歳以上の人
伴が必要です。
【入学試験】 なし
【参加料】 500 円
【学習方法】
※荒天中止の場合でも参加料は返金
募集 世界なっ得ゼミナール
自宅のテレビ（BS デジタル放送
しません。
世界なっ得ゼミナール「スリラン 【申込方法】 大山田支所管内の地区
かケーブルテレビ放送）で放送授業
カの料理と文化」に参加しませんか？
を視聴、または放送大学三重学習セ
市民センターまたはスポーツ振興課
スリランカ料理を一緒に作って、 にある申込兼払込用紙に必要事項を
ンター
（三重県総合文化センター内）
楽しくお話しながらいただきましょう。 記入し、参加料を添えて最寄りの郵
の DVD などを利用
※ケーブルテレビは一部地域で視聴 【と き】 １月 26 日㈯
便局へ払い込むか、持参してください。
午前 10 時～午後３時
できない場合があります。
【申込期限】 12 月 20 日㈭
【ところ】 阿山保健福祉センター
【募集期間】
※定員に満たない場合は当日の申し
12 月１日㈯～２月 28 日㈭（イ 【講 師】 アノマ クマリさん
込みも可
ンターネット出願は 11 月 15 日か 【対象者】 小学生以上
【申込先】
※小学校４年生以下、保護者同伴
ら受付中）
阿波地区市民センター
【定 員】 30 人 ※先着順
【問い合わせ】
☎ 48-0009
【参加費】 500 円／人
放送大学三重学習センター
布引地区市民センター
【申込受付開始日】 12 月 10 日㈪
☎ 059-233-1170
☎ 47-0928
午前９時
ＦＡＸ 059-233-1179
山田地区市民センター
※土・日曜日、祝日は除く。
☎ 47-1777
【申込先・問い合わせ】
スポーツ振興課 ☎ 47-1284
国際交流協会事務局
【問い合わせ】
☎ 22-9629
阿波地区市民センター
企画課
☎／ＦＡＸ 48-0009
☎ 22-9621
スポーツ振興課
ＦＡＸ 22-9628
☎ 47-1284 ＦＡＸ 47-1290

募集

放送大学第１学期（４月入学）
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となりまち

情報交流ひろば
▼銅造釈迦三尊像 懸 仏
（油日神社蔵）

いが · こうか · かめやま

甲賀市
甲賀市新指定文化財展

〜貴重な文化財の数々を紹介〜

亀山市
亀山温泉 白鳥の湯

〜心も体もゆったり、
ほっこり〜

甲賀市土山歴史民俗資料館で
は、市教育委員会が指定した文化財について、関
連資料約 20 点と写真パネルなどで紹介していま
す。展示室では、油 日神社（甲賀町油日）の懸 仏
群の展示をしており、なかでも、滋賀県内で最大
級の直径 75.5㎝を誇る懸仏には圧倒されます。ぜ
ひ体感してみてください。
【と き】 12 月 16 日㈰まで
（午前 10 時～午後５時）
【ところ】 甲賀市土山歴史民俗資料館 第 2 展示室
※入館無料、月・火曜日休館
【アクセス】 車の場合：新名神甲賀土山 IC から国
道１号経由で東へ約 10 分。東名阪亀山 IC から国
道１号経由で西へ約 30 分
公共交通機関の場合：JR 草津線貴生川駅から「あ
いくるバス」で約 30 分。市役所土山支所バス停
で下車、北へ徒歩５分
【問い合わせ】 甲賀市土山歴史民俗資料館
☎ 0748-66-1056（図書館併用）

天然温泉の内風呂と露
天 風 呂を備えた「 亀 山 温
泉白鳥の湯」
。 透明でぬるぬるとした肌触りの湯で、
泉質はナトリウム－塩化物・炭酸水素塩温泉。切り傷、
やけど、慢性皮膚病、神経痛、筋肉痛などに効能
があります。 亀山市を訪れた際は、ぜひお立ち寄り
ください。
【ところ】 亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
内（亀山市羽若町 545）
【営業時間】
午前 10 時～午後８時（受付は午後７時 30 分まで）
※休業日：毎週火曜日（祝日の場合は水曜日）
・年末年始
※毎月 11 日は市民デーで、市外の人は利用できません。
【入浴料】 150 円（65 歳以上…100 円、12 歳未
満…50 円） ※入浴用具をご持参ください。
【アクセス】 東名阪自動車道亀山 IC から車で約 10 分
【問い合わせ】 亀山市健康福祉部地域福祉室
☎ 0595-84-3311

【問い合わせ】 甲賀市広報課

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5022

☎ 0748-65-0675

― 12 月の二次救急実施病院 ―

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：
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
＊小児科以外の診療科です。
【診療時間】
月～土曜日：午後８時～ 11 時
日
月
火
水
木
金
土
日曜日・祝日・年末：
１
午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
名張 ※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、
２
３
４
５
６
７
８
救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。
名張 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野
９

岡波

10
11
12
13
14
15
岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 名張

≪各病院の受け入れ体制≫

【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
16
17
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20
21
22
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 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野 【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
23
24
25
26
27
28
29
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 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
30
31
≪実施時間≫ 月曜日：午後５時～翌日午前９時 水曜日：午後５
名張 岡波
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
※重傷者が重なり、診察できない場合があります。
必要です（担当医が判断）
。連絡がない場合はお断りします。
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。

