
　２月21日㈰、ハイトピア伊賀で若者会議が作成
したプロジェクションマッピングを披露しました。コ
ロナ禍の今だからこそ、伊賀市の良さを少しでも多く
の人に感じてもらい、まちを元気にしたいというメン
バーの思いから制作が始まりました。当日の様子は、
伊賀市若者会議のYoutube チャンネルで動画を公
開していますので、ぜひご覧ください。

　なお、今年度のコラムでは、市と市内高等学校が
連携して行っている「I

い が び と

GABITO育成事業」の紹介
と「若者会議だより」を隔月で紹介する予定です。
今年度もコロナに負けず、伊賀市を盛り上げていき
たいと思いますので、応援をよろしくお願いします。
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9623　℻  22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

だ よ り

　令和元年度の上野総合市民病院に関するさまざま
な数字を通じて、診療の状況をお伝えします。

　３人の整形外科医がそれぞれの専門を生かした手
術を行っています。
　内視鏡や顕微鏡を使った体にやさしい手術や膝・
股関節の人工関節置換など、先進的な手術により、

痛みの軽減と早期の機能回復を
めざしています。
　幅広い疾患の治療に積極的に
取り組んでいますので、お困り
のときにはご相談ください。
　また、リハビリスタッフも充実
しており、医師と連携し、患者
さんの早期回復に努めています。

　医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、
臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士など、多
くの職員がそれぞれの持ち場で、患者さんの治療に
あたっています。
　今後も各職員がスキルアップに努め、病院の組織
力を強化・向上させ、患者さんに「当院に入院して
よかった」、「診てもらってよかった」と思っていた
だけるよう努力します。

（上野総合市民病院　院長　田中　光司）

404 件

　令和元年度の１年間の整形外科手術件数です。 253 人

　令和３年１月の常勤職員数です。

上野総合市民病院の数字

プロジェクションマッピングを作るため、会議をする
メンバーたち

５月の無料相談 暮らしのいろいろな問題と悩みごとについて相談をお受け
します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

相談内容 開催日 時　　間 場　　所 問い合わせ／備考 電　話

法律相談　※予約制
＊市職員（弁護士）が相談
に応じます。
　（年度内１回のみ）

13日㈭
13:00 ～ 16:30

本庁舎　２階相談室３
市民生活課

5/6　8：30～受付
※先着６人

22-9638

25 日㈫ 青山福祉センター　相談室
青山支所住民福祉課
5/18　8：30～受付

※先着６人
52-3227

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 12 日㈬ 13:00 ～ 16:00 ハイトピア伊賀

４階相談室
人権政策課

※受付期間（4/19 ～ 5/7）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 19 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（5/18）
※先着６人

050-3383-
5470

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困
　りごとをお伺いします。

4月16日㈮＊

13:30 ～ 16:00

大山田福祉センター相談室 大山田支所住民福祉課 47-1152

12 日㈬ 本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

18 日㈫ 伊賀支所　１階談話室 伊賀支所住民福祉課 45-9104

20 日㈭ 青山福祉センター　相談室 青山支所住民福祉課 52-3227

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 26 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（4/30 ～ 5/24）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 14 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期限（5/12）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制 21 日㈮ 10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

緑（園芸）の相談 10日㈪ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　１階玄関ロビー 都市計画課 22-9731

外国人のための
行政書士相談
※予約制

６日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階
多文化共生センター

市民生活課
※受付期限（4/26）
※先着４人

22-9702

健康相談 28日㈮ 10:00 ～ 11:00 ハイトピア伊賀
４階健康ステーション 健康推進課 22-9653

高齢者の就業相談
13日㈭

13:30 ～ 15:00
下郡市民館

シルバー人材センター 24-5800
20 日㈭
※予約制 伊賀市シルバーワークプラザ

人権相談
（人権擁護委員） 20日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階相談室３ 人権政策課 22-9683

＊３月号に掲載した大山田福祉センターでの行政相談の開設日が誤っておりました。お詫びして訂正します。

※このほか、常時開設相談（消費生活相談、空き家に関する相談、高齢者・障がい者の総合相談、女性相談、家庭児童相談、母子・父子自
立相談、こどもの発達相談、教育相談、青少年相談、若年の就労相談、雇用・労働相談、生活にお困りの方の相談、人権相談）もあります。

こころの健康相談
※予約制 26 日㈬ 14:00 ～ 17:00 三重県伊賀庁舎　１階 伊賀保健所

※未治療・未受診の人のみ 24-8076
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