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甲種防火管理再講習会募集

　この講習は、店舗・病院・集会場・
遊技場など不特定多数の人が入る収
容人員が 300 人以上の特定防火対
象物で甲種防火管理者に選任されて
いる人のための講習です。
【と　き】　
　11 月４日㈮　午前９時～正午
【ところ】　
　中消防署　１階会議室
【定　員】　
　30 人　※先着順
【申込方法】
　写真１枚 ( 横３㎝×縦４㎝ )・印
鑑・テキスト代 1,300 円を持参の
上、お申し込みください。
【申込期間】
　10 月４日㈫～７日㈮
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
【申込先・問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

父
お や こ

子料理教室募集

「大好きパパとつくろう！夜ご飯」
～パスタディナー編～

　日常生活で、ほとんど料理を作っ
たことのないお父さんを対象に開催
します。親子で作った愛情たっぷり
の料理で、大切な人をもてなしてみ
ませんか。
【と　き】　11 月 19 日㈯
　午前 10 時～午後１時 30 分
【ところ】　阿山保健福祉センター　
栄養実習室
【対象者】　市内在住・在勤の親子
※子どもは小学校高学年まで
※父子１組
【定　員】　８組　※先着順
【参加費】　１組 500 円
【持ち物】　エプロン・三角巾・たま
ねぎ２個
【申込受付開始日】
　10 月 17 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課　
　☎ 22-9632

離乳食教室募集

　赤ちゃんが生まれてから、はじめ
てお乳以外のものを口にするのが離
乳食です。今回の実習では栄養士の
話（１～２回食が中心）の後、実際
に離乳食を作ってどのくらいの固さ
のものをあげたらいいのかを知るこ
とができます。
【と　き】　
　10 月 19 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１～２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。
【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
【受付開始日】　
　10 月 12 日㈬　※電話予約制
【申込先・問い合わせ】　
　伊賀支所住民福祉課　
　☎ 45-1015　ＦＡＸ 45-1055

家族向けセミナー募集

～たらい回しにしない！！
　早期に適切な支援を！～

　昨年の４月に施行された「子ど
も・若者育成支援推進法」に基づ
いた対応と支援についてご講演い
ただきます。
【と　き】
　10 月 22 日㈯　午後２時～４時
　開場：午後１時 30 分
【ところ】
　三重県伊賀庁舎３階　中会議室
【講　師】
　特 定 非 営 利 活 動 法 人 NPO ス
チューデント・サポートフェイス

代表　谷口　仁史さん
【テーマ】　
　社会的孤立・排除を生まない支援
体制の確立に向けて～子ども若者育
成支援推進法に基づいたワンストッ
プの窓口について～
【定　員】　50 人
【申込先】
　いが若者サポート
ステーション
　（社会福祉法人伊賀
市社会福祉協議会内）
　☎ 22-0039　
　ＦＡＸ 26-0002
【問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

男女共同参画人材バンク募集

　男女共同参画人材バンクは、性別
に関わりなく、さまざまな能力や資
格を持つ人材を集めて登録し、各種
審議会などの委員や地域での講演会
の講師など、その人材を活用できる
場を提供します。あらゆる分野にお
いて、男女が参画できるよう支援し
ていくのが目的です。
【登録できる人】　
◦市内在住・在勤または団体の活動
　拠点がある人
◦市政に関心があり、地域の発展に
　熱意を持って貢献できる人
◦あらゆる分野で活動実績のある人、
　有識者や資格保有者
◦男女共同参画社会実現に関心があ
　る人
【登録方法】　
　市ホームページまたは人権政策・
男女共同参画課に備え付けの申請書
に必要事項を記入の上、ご提出くだ
さい。
【申請先・問い合わせ】　
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 22-9632　ＦＡＸ 22-9649

交通安全教室募集

　市内の交通事故死者数は年々増加
していて、中でも高齢者の交通事故
死者数は、ほかの年齢層と比較して
非常に高いことから、高齢者を対象
とした参加・体験・実践型の交通安
全教室を開催します。
【と　き】　
　11 月 22 日㈫
　午前９時～ 11 時 30 分
【ところ】　
　上野自動車学校（野間 233）
【内　容】
◦交通情勢などについて
◦自動車運転実技指導　などを予定
【対象者】　
　市内在住で 65
歳以上の自動車運
転免許取得者
【定　員】　45 人
※先着順
【申込方法】　電話・FAX　
※ FAX の場合は住所・氏名・性別・
　生年月日・電話番号を記入してく
　ださい。
【申込受付開始日】
　10 月 3 日㈪
【申込先・問い合わせ】
　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

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



19 広報いが市
2011.10. 1

― 10 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、原則として入院が必要な
　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。

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。

＊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※月・水曜日が祝日の場合は午前９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

≪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。

日 月 火 水 木 金 土
1
　名張

2
　名張

3
　岡波

4
　上野

5
岡波・名張

6
　名張

7
　上野

8
　上野

9
　岡波

10
　岡波

11
　名張

12
岡波・名張

13
　名張

14
　上野

15
　名張

16
　名張

17
　岡波

18
　上野

19
岡波・名張

20
　名張

21
　上野

22
　上野

23
　岡波

24
　岡波

25
　名張

26
岡波・名張

27
　名張

28
　上野

29
　上野

30
　名張

31
　岡波

【資　格】
　看護師（婦・士）免許を取得の人
【対象年齢】
　昭和 27 年４月２日以降生まれ
【募集人数】　20 人程度
【受験資格】
※次のいずれかに該当する人は受験できません。
⑴地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当する人
㋐成年被後見人または被保佐人
㋑禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
　またはその執行を受けることがなくなるまでの人
㋒市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の
　日から２年を経過しない人
㋓日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法ま
　たはその下に成立した政府を暴力で破壊すること
　を主張する政党そのほかの団体を結成し、または
　これに加入した人
⑵永住者または特別永住者の在留資格を持たない外 
　国籍の人。なお、外国籍の人は採用後、公権力の
　行使または公の意思形成への参画にたずさわる職
　にはつけません。

職員募集（看護師）
平成24年１月1日・４月１日採用

【試験日時・会場・試験内容】
　市立上野総合市民病院で、作文・面接を行います。
選考試験は随時とし、日時は応募された人に後日お
知らせします。
【提出書類】　職員採用試験受験申込書
【受付期間】
　10 月 31 日㈪までの午前８時 30 分～午後５時
※郵送の場合は書留郵便とし、当日消印有効です。
※土・日曜日・祝日を除く。
※給与・勤務条件は、市の条例・規則に定めるとこ
　ろによります。
※休日勤務・夜間勤務を伴う交代制勤務です。
※病院敷地内に託児施設があります。
※採用内定後、医療機関などで検査した診断書の提
　出を求めます。
【申込先・問い合わせ】
〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画総務部人事課　☎ 22-9605
〒 518-0823　伊賀市四十九町 831 番地　
　伊賀市立上野総合市民病院事務部庶務課　
　☎ 24-1111
※申込用紙は市ホームページからダウンロードできます。


