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　伊賀古文献刊行会では、江戸時代
の伊賀国内村高などが記載された伊
賀地域近世史研究の基礎資料「統集
懐録」を翻刻刊行しましたのでお知
らせします。
　上野図書館などで購入（１冊税込
2,700 円）することができます。

【問い合わせ】
　上野図書館
　☎ 21-6868　ＦＡＸ   21-8999

「統
と う し ゅ う か い ろ く

集懐録」を刊行しましたお知
らせ
お知
らせ

伊賀南部クリーンセンター
　温浴施設を有料化します

お知
らせ
お知
らせ

　将来にわたり施設を安定して計画
的に維持していくため、10 月１日
㈫から、伊賀南部クリーンセンター
内温浴施設の利用を有料化します。
　ご理解の程よろしくお願いします。

【利用料金】
○中学生以上：100 円
○ 3 歳以上小学生以下：50 円
○ 3 歳未満：無料

【利用時間】
○月～金曜日：午後３時～７時
○日曜日：午後 1 時～７時
※土曜日は休業

【問い合わせ】
　伊賀南部環境衛生組合
　☎ 53-1120　ＦＡＸ   53-1125
　青山支所住民福祉課
　☎ 52-3227　ＦＡＸ   52-2174

◆危険物取扱者試験（後期）
【と　き】
　11 月 17 日㈰
○乙種 4 類：
　午前 10 時～正午
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
○丙種：午前 10 時～ 11 時 15 分

【ところ】　伊賀市勤労者福祉会館
【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にあ
　る願書に必要事項を記入の上、郵
　送してください。
※詳しくは願書をご覧ください。
②（一財）消防試験研究センターの
　ホームページからお申し込みくだ
　さい。

【申込受付期間】
①願書：9 月 19 日㈭～ 30 日㈪
②ホームページ：
　9 月 16 日㈪午前 9 時～ 27 日㈮
午後 5 時

【問い合わせ】
　（一財）消防試験研究センター三重
県支部　☎ 059-226-8930
◆危険物取扱者試験予備講習会（乙
種 4類対象）

【と　き】
　10 月 31 日㈭
　午前 9 時～午後 5 時

【ところ】
　中消防署西分署　2 階会議室

【定　員】　80 人
【受付期間】
　10 月 1 日㈫～ 25 日㈮

【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ   24-9111

危険物取扱者試験・
　　　　　　  予備講習会
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【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

　　

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
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笠取山分屯基地
　　開設 57 周年記念行事
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　延期になっていた航空自衛隊笠取
山分屯基地開設 57 周年記念行事が
行われます。

【と　き】　9 月 28 日㈯
　午前 9 時～午後 2 時

【ところ】　航空自衛隊笠取山分屯基地
【内　容】
　基地の一般公開・自衛隊の航空機
による基地上空飛行・自衛隊車両の
体験乗車・救難ヘリの展示飛行・
ペトリオットミサイルや移動式レー
ダーなどの展示
※詳しくは、お問い合わせいただく
　か、笠取山分屯基地ホームページ
　をご覧ください。

【問い合わせ】　航空自衛隊笠取山分
屯基地総務人事班
　☎ 059-252-1155（内線 202）

　広報いが市８月１日号特集「お届
けします！出前講座」の３ページに
掲載した健康推進課の出前講座の依
頼者名が間違っていました。
　お詫びして訂正します。
誤）老人クラブゆっくり会
正）いきいきサロン東高倉ゆっくり会

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

【演　目】　　　
○仕舞　「湯谷」ほか８曲　能楽教室生徒
○和泉流　狂言　「梟山伏」　井上　松次郎

第30回上野城薪能
【と　き】　９月21日（土）
　　　　　　　午後６時開演

【ところ】
　伊賀上野城本丸広場特設舞台
　（雨天の場合　崇広中学校体育館）

○仕舞（喜多流能楽師による）
　「養老」　松井　俊介・「小督」　高林　呻二・「唐船」　松井　彬
　「猩々」　長田　驍
○喜多流　能　「羽衣」　長田　郷
※演目の解説チラシは、本庁玄関受付・観光戦略課・各支所振興課・伊賀
　上野城でお渡しします。

【問い合わせ】
　観光戦略課　☎ 22-9670　℻   22-9695
　伊賀上野城（当日）　☎ 21-3148

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「市立桃青の丘幼稚園の
紹介と平成 26 年度入園児募集」
などをお送りします。
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産後ママの
ボディーコンディショニング

募集

　日常の子育てから少しはなれて、
インストラクターの指導のもとスト
レッチと整体を体験しませんか。出
産後の骨盤や腹筋の回復を促すこと
により、産後の体型が戻りやすくな
り、また育児による腰痛や肩こりな
どを軽減し、心身ともにリラックス
できます。ぜひご参加ください。

【と　き】　９月 13 日㈮
　午後２時～３時

【ところ】　青山保健センター運動施設
【対象者】
　産後３カ月～ 1 年までの母親

【内　容】　ストレッチ・整体
【定　員】　15 人　※先着順
※託児があります。（要予約、定員あり）

【参加費】　500 円（施設入館料）
※施設を初めて利用する人は、利用
　講習会を受講してください。( 当
　日可 )
　詳しくはお問い合わせください。

【持ち物】　室内用運動靴・運動でき
る服装・飲み物・タオル２枚

【申込受付開始日】　９月５日㈭
　電話でお申し込みください。

【申込先・問い合わせ】
　青山保健センター　
　☎ 52-2280　ＦＡＸ 52-2281

手づくりシルバーリング教室募集

　平打ちリングから削り込み・すり
出し技法を使ってオリジナルリング
を作成する初心者向け「手づくりシ
ルバーリング教室」（オリジナルデ
ザインによる指輪作り）の受講生を
募集します。

【と　き】
　９月 22 日㈰
　午前９時～午後４時 30 分

【ところ】　青山公民館　２階中ホール
【講　師】　京都造形芸術大学講師　
　　　　　上野　政彦さん

【定　員】
　10 人程度（応募多数の場合は抽
選。受講可否などについては後日連
絡します。）

【参加費】
　1,500 円（材料費）

【申込方法】
　住所・氏名・年齢・電話番号・ファッ
クス・Ｅメールを記入の上、はがき・
ファックス・Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。

【申込期限】　９月 12 日㈭　※必着
【申込先・問い合わせ】　　　　　　
　〒 518-0292　伊賀市阿保 1411
　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ 52-1211
　　aoyama-cc@city.iga.lg.jp

― ９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
　名張

２
　岡波

３
　上野

４
岡波・名張

５
　名張

６
　上野

７
　上野

８
　岡波

９
　岡波

10
　名張

11
岡波・名張

12
　名張

13
　上野

14
　名張

15
　名張

16
　岡波

17
　上野

18
岡波・名張

19
　名張

20
　上野

21
　上野

22
　岡波

23
　岡波

24
　名張

25
岡波・名張

26
　名張

27
　上野

28
　上野

29
　名張

30
　岡波

≪各病院の受け入れ体制≫
　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。

【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
　≪実施時間（岡波総合病院のみ）≫
　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
　※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～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
【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。

※重症者が重なり、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。

いにしへの初瀬街道
　  ハンドベル in大村の杜

イベ
ント

　地震除けで知られる大村神社を中
心とした初瀬街道巡りと、木工体験
や地元食材を使った昼食、ハンドベ
ルコンサートなどを楽しんでいただ
きます。

【と　き】
　10 月 14 日（月・祝）
　午前９時～

【集合場所】　北部公園グラウンド　
北側駐車場（阿保 158）

【定　員】
　60 人　※先着順

【参加費】　3,000 円
【申込期限】　９月 20 日㈮
【申込先・問い合わせ】 
　伊賀市商工会　
　☎ 45-2210　ＦＡＸ 45-5307
　商工労働課　　
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

「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


