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募集

七夕笹飾りコンクール

銀座商店街では、夏の風物詩とし
て皆さんに親しまれている「七夕笹
飾りコンクール」を開催します。
そこで、笹飾りの飾り付けをする
個人・団体の皆さんを募集します。
【と き】
７月 30 日㈯～８月６日㈯
【内 容】 笹竹は銀座商店街で準備
しますが、飾り付けは各自でお願い
します。
（材料は雨にぬれてもよい
もので、リサイクル品など）
◦笹竹の支給 ７月 27 日㈬
◦笹飾りの搬入 ７月 30 日㈯
【申込期限】 ７月 15 日㈮
【申込先・問い合わせ】
伊賀上野銀座商店街振興組合
☎ 24-2044 ＦＡＸ 24-2065

ご意見をお聞かせください
広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、
「もっとこうし
てほしい」
「こんな広報・番組
だったらいいな」など、ご意見・
ご要望をお聞かせください。
【問い合わせ】 秘書広報課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617

募集

男女共同参画ネットワーク会議
新規会員募集

募集

人権啓発・人権教育研修会
などの参加者募集

男女が共にその個性と能力を十分
「人権文化」を構築する取り組みの
に発揮することができる男女共同参
一環として、市民の皆さんが全国規
画社会を実現するために、男女共同
模の人権啓発・人権教育研修会など
参画ネットワーク会議（愛称：いきい
に参加して、人権問題について学べ
きネット）を設置しています。この会
るよう、参加費用を助成します。
議に新たに参加を希望する団体・個人 【対象者】 市内在住で、後日レポー
を募集します。
トを提出していただける人
【対象者】
【とき・ところ】
市内で活動中の男女共同参画推進
①部落解放第 43 回全国高校生集会
に賛同する団体・サークル・個人
８月２日㈫～３日㈮
※営利を目的としないこと。
ホテル熊本テルサ（熊本市）
【活動内容】 男女共同参画フォーラ
※申込受付開始日：７月 15 日㈬
ム「いきいき未来いが」の開催やネッ
②部落解放研究第 45 回全国集会
トワーク会員相互の交流や研修など
11 月９日㈬～ 11 日㈮
【申込方法】 市ホームページまたは
岐阜メモリアルセンター（岐阜市）など
人権政策・男女共同参画課に設置の
※申込受付開始日：８月９日㈫
申込書に必要事項を記入の上、郵送・ ③第63 回全国人権・同和教育研究大会
FAX・持参のいずれかでお申し込み
11 月 26 日㈯・27 日㈰
ください。
鹿児島アリーナ（鹿児島市）など
【申込期限】 ７月 22 日㈮
※申込受付開始日：８月 26 日㈮
【問い合わせ】
④第 26 回全国人権啓発研究集会
人権政策・男女共同参画課
２月２日㈭・３日㈮
☎ 22-9632 ＦＡＸ 22-9649
熊本市総合体育館（熊本市）など
※申込受付開始日：11 月２日㈬
【定 員】 若干名 ※先着順
～ウィークリー伊賀市～
【申込先・問い合わせ】
今月は「公共交通機関を利用し
人権政策・男女共同参画課
ましょう！」などをお送りします。
☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649

“伊賀市病児・病後児保育室
「くまさんルーム」
”のご案内
病気の回復期にあり、保育所（園）
・幼稚園・小学校（３年生まで）などでの集団生活が困難で、
保護者の勤務などにより、家庭で保育できないとき、児童を一時的にお預かりすることを「病児・病
後児保育」といいます。 市では、上野総合市民病院の敷地内に、市内在住・在勤の人の子どもを対
象に、伊賀市病児・病後児保育室の「くまさんルーム」を設置していますので、ご利用ください。
◆利用できる病気の範囲
※①～③は、市内の小児科、病児・病後児保育室「く
◦感冒・感染性胃腸炎など日常的にかかる病気の回復期
まさんルーム」、こども家庭課に設置しているほか、
◦はしか・風疹・水疱・おたふく風邪などの感染症の
市ホームぺージからもダウンロードできます。
回復期（はしかの急性期、流行性結膜炎など感染力
◆開室日時
の強い病気の場合は、お断りすることがあります。）
月～金曜日の午前８時 45 分～午後５時 30 分
◦気管支喘息などの慢性疾患の回復期
※休室日：土・日曜日・祝日、年末年始（12 月 29 日
◦外傷・やけどなどの外科的疾患
～１月３日）
◦医師が利用可能と判断した病気
◆利用料金
◆利用方法
◦所得税課税世帯：1,000 円 / 日
事前に電話または FAX で予約の上、来所時に次の
◦市民税課税世帯：500 円 / 日
必要書類を提出してください。
◦市民税非課税世帯 : 無料
①医師連絡票（前日または当日に、かかりつけ医の診 【問い合わせ】
察を受け、記入してもらうこと）
伊賀市病児・病後児保育室「くまさんルーム」
②伊賀市病児・病後児保育室利用登録書兼利用申請書
（上野総合市民病院 敷地内）
③家庭での様子
☎ 22-0192 ＦＡＸ 22-1124
市ホームページアドレス URL http://www.city.iga.lg.jp/
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表彰審査委員会の委員募集

ルールを守って
楽しい花火！
本格的な夏を迎え、花火を楽し
む季節がやってきます。 気軽に
楽しめる「おもちゃ花火」といっ
ても原料は火薬です。正しく取り
扱わないと火災になったり、やけ
どをするなどの事故につながりかねません。
そこで、夏の風物詩「花火」の安全のために次のこ
とに注意してください。
①花火の注意書きをよく読んで必ず守る。
②花火を人や家に向けたり、燃えやすいものの近
くで遊ばない。
③風の強いときは、花火遊びをしない。
④水を入れたバケツなど、消火の準備をする。
⑤子どもは必ず大人と一緒に遊ぶ。
⑥たくさんの花火に、一度に火をつけない。
⑦正しい位置に火をつけ、途中で火が消えても、
のぞき込まない。
⑧花火をほぐして遊ばない。
花火を楽しむために、場所と天候、そして後始末の
ことを考えて花火遊びをしてください。
■問い合わせ
消防本部予防課
☎ 24-9105 ＦＡＸ 24-9111

市の自治振興を促進するため、市制施行記念日に市
政功労者および善行者を表彰します。その市政功労者
および善行者の選考について検討する表彰審査委員会
委員を募集します。
【募集人数】 １人
【応募資格】
①市内在住・在勤の満 20 歳以上の人
②市議会議員・市職員でない人
③市が設置するほかの附属機関（審議会など）の委員
でない人
【報 酬】 6,000 円／日
【任 期】 ２年
【開催回数】
年１回（原則として平日の昼間２時間程度を予定）
【応募方法】
「伊賀市表彰審査委員会委員への応募動機」を 600
字以内（様式は自由）にまとめ、住所・氏名（ふりがな）
・
生年月日・性別・電話番号を記入の上、郵送・E メール・
持参のいずれかで提出してください。
【応募期限】 ７月 29 日㈮必着
※ E メールは午後５時受信分まで
【選考方法】 作文審査などにより選考します。なお、
選考結果は応募者全員に通知します。
【応募先・問い合わせ】
〒 518-8501 伊賀市上野丸之内 116 番地
伊賀市企画総務部秘書広報課秘書係
☎ 22-9600
hisho@city.iga.lg.jp

― ７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：午前 8 時 45 分～翌日午前 8 時 45 分
＊小児科以外の診療科です。
日

月

火

水

木

金
1

上野

土
2

名張

救急医療機関を受診する際のお願い

＊できるだけ医療機関の通常の診療時間内に受診しましょう。
＊かかりつけ医院を持ちましょう。
＊休日や夜間に急病で受診するときは、まずは一次救急（地
域の診療所、伊賀市応急診療所など）をご利用ください。

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫

【所在地】 上野桑町 1615 番地 ☎ 22-9990
3
4 岡波 5
6 岡波 7
8
9
名張 名張 上野 名張 名張 名張 上野 【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
10
11 岡波 12
13 岡波 14
15
16
日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11 時
岡波 名張 上野 名張 名張 上野 名張 ※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
17
18 岡波 19
20 岡波 21
22
23
≪各病院の受け入れ対象≫
名張 名張 上野 名張 名張 上野 上野
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
24 岡波 25 岡波 26
27 岡波 28
29
30
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
上野 名張 上野 名張 名張 上野 名張
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
31
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
名張
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）
】
※重傷者が重なり、診察できない場合があります。
≪実施時間≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時
水曜日：午後５
また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
時～翌日午前８時
45
分
日曜日：午前９時～翌日午前８時
45 分
※二次救急（重症）の人が対象です。
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
※上野総合市民病院では、入院が必要な内科系救急患者
必要です（担当医が判断）
。連絡がない場合はお断りします。
をほかの地域の救急病院に搬送させていただきます。

