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伊賀地域二次救急実施病院

7月  医療福祉総務室
　　 63‐7579

◎受け入れ対象は、重症患者です。実施日以外は救急
受け入れを行いません。

◎重症患者が重なるときは、受け入れできない場合
があります。

■名張市立病院小児救急医療センターでは、24 時間
365 日小児二次救急の対応をしています。受入対
象は重症患者です。けがおよび交通事故などの外科
系疾患は除きます。

■かかりつけ医へ早めの受診を心掛けましょう。

◆平日…午後 5時～翌日午前 8時 45分
◆土・日曜日、祝日…午前 8時 45分～
翌日午前 8時 45分
※ただし、岡波総合病院は、月曜日…午
後5時～翌日午前9時／第2・4日曜日、
祝日…午前 9時～翌日午前 8時 45分
◆平日昼間午前8時45分～午後5時は、
名張市立病院で二次救急を実施

☆みえ子ども医療ダイヤル（ ＃
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8000）…子どもの急病
やケガの無料相談（毎日午後7時30分～翌日午前8時）
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◆救急車での搬送以外は必ず事前にご連絡ください。
名…名張市立病院（ 61‐1100）
上…上野総合市民病院（ 24‐1111）
岡…岡波総合病院（ 21‐3135）

実施時間帯 ◎
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☆三重県救急医療情報センターコールセンター（ 059‐
229-1199）…24時間体制で受診可能な医療機関を紹介

1歳6か月児健診

8月6日火・7日水

7月2日火・9日火

3歳6か月児健診

8月20日火・27日火

7月23日火・30日火

離乳食教室
　7月10日水 午後2時～3時30分　※要予約
★ 乳幼児健康相談（同日 午前9時30分～11時受付）

 健康・子育て支援室   63‐6970

保　  健センター（朝日町）での　
 親子すくすく行事

● 平成29年12月生

● 平成30年1月生

● 平成28年1月生

● 平成28年2月生

助産師による母乳・育児相談
助産師による予約制の個別相談　※要予約
　7月12日金・26日金 午前10時～
　7月5日金・19日金 午後1時30分～
◎希望の人は健康・子育て支援室(  63‐6970 )
　までお問い合わせください。

開館時間　午前9時 
 30分～午後5時

※日・月曜日、祝日は休館
　いずれも参加無料。
▼はじめて広場
　7月12日金 午前10時30分～
　かがやきを利用したことがな
い人は気軽に参加ください。
▼サタパパ広場
　7月6日土 午前10時30分～11時30分
　二胡niko一座による二胡のコンサート
　＆七夕飾りを作ろう
　毎月第1土曜日に開催しているお父さんと
　おじいちゃんの広場とコラボで開催します。
▼親子で遊ぼう　
　7月19日金 午前10時45分～11時30分
　水遊びグッズ作りと水遊び　※先着35人
　持ち物　着替え・タオル
▼カプラで遊ぼう小学生大会　
　7月26日金、8月2日金 午後1時30分～3時
 こども支援センターかがやき

　　（桔梗が丘西 3）　 67‐0250

こども支援センター かがやき催物

藤
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かがやきかがやき
   大好き！   大好き！

開催日　8月23日金
場所　近畿大学工業高等専門学校（春日丘7）
▼ソーラーカーを見学しよう
　時間　午前10時～11時30分
　対象　小学1年生～中学3年生　◎参加無料
▼ソーラーカーを作ってみよう
　時間　午後1時～3時30分
　対象　小学4年生～中学3年生
　参加費　2,000円（材料費含む。当日支払）
◎いずれも定員は30組（応募者多数の場合は
抽選）。保護者同伴必須。1つの部、または
両方の部の参加可

申込　7月1日月から26日金までに市ホームペ
ージ申込フォームから、または申込用紙を出
力し、ファクスで問い合わせ先へ
 環境対策室　 63‐7492　  63‐4677

ソーラーカーを使って親子で学ぶ
自然エネルギー教室 参加者募集

「いきいきテニス教室」
　参加者募集

日時　7月 13日～ 9月 28日までの土曜日
　午後 5時～ 6時 30分（全 10回）
場所　市民テニスコート（夏見）　
参加費　中高生 7,000 円　一般 8,000 円
定員　各 20人　※先着順
　（初心者・初級者対象）
申込　6 月 25 日火以降に、武道
交流館いきいき備え付けの申込
書に参加費を添えて同窓口へ
 武道交流館いきいき　  62‐4141　　

外国人の児童・生徒を支援する
ボランティア指導員募集

活動期間　令和 2年 3月 31日まで
活動内容　午前 8時 30分～午後 5時までの間で
　1時間以上、授業中の学習支援や生活支援、
　配付文書の翻訳　など
※日程や時間は学校と相談して決定します。
場所　市内の公立小中学校
報償費　1,000 円（1日）※別途交通費支給
申込　電話で問い合わせ先へ
 学校教育室　 63‐7882

認可外の事業所内保育施設の
設置届出はお済みですか？

　7月から、病院や企業などの事業所内で従業
員の子どもを保育する施設の設置者は、県に設
置届出をする必要があります。
　対象となる施設は市役所 1階保育幼稚園室を通
じて届出をしてください。既に届出済の施設につ
いては、改めての届出は不要です（届出の内容に
変更がある場合は変更届出書の提出が必要）。
　詳しくは、問い合わせ先へ
 保育幼稚園室　 63‐7919

福祉・保育・看護の就職フェア
参加者募集

日時　7 月 21日日 午前 10時 30分
　～午後 3時 30分
内容　▼就活応援セミナー
　（午前 10時 30分～正午）
　▼福祉・保育・看護の就職フェア
　（午後 1時～ 3時 30分）
場所　メッセウイングみえ（津市北河路町）
対象　福祉・保育・看護の職場に就職希望、
　または関心のある一般・学生
※津新町駅から無料シャトルバス運行
◎参加無料。申込不要。託児あり（託児希望
　の場合は、7月12日金までに申込必要）
 三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター

　 059‐227‐5160

分

日時　8月24日土 午後1時～4時
場所　総合福祉センターふれあい（丸之内）
内容　▼映画「おだやかな革命」の上映
　▼映画や再生可能エネルギーについての講演
講師　高橋 真樹さん（ノンフィクションライター）
定員　300人　※先着順。参加無料
◎参加には入場券が必要です。入場券は6月24日月
　から市役所4階環境対策室にて配布。無くなり
　次第終了します。詳しくは、問い合わせ先へ
 環境対策室　 63‐7492

再生可能エネルギーについての
映画上映会・講演会  参加者募集


