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伊勢市伊勢市  伊勢市  

日本政策金融公庫が発足しました

難聴者教室

きこえにくさと上手につきあうために
難聴者教室

きこえにくさと上手につきあうために
障がい福祉課（121-5558、FAX21-5555）

社会福祉協議会伊勢支所（127-2425、FAX27-2412）

と　　き 11月8日(土)、午後1時30分～4時

と こ ろ 福祉健康センター・2階娯楽室

対　　象 市内在住の難聴者・中途失聴者、また

はその家族・知人

内　　容 体験発表、補聴器についての講義、交流会

日本政策金融公庫が発足しました
産業支援課（163-5677）

政府系金融機関として事業資金などの融資を行

い、市と中小企業支援のための業務連携を行ってき

た国民生活金融公庫は、10月1日に組織統合され、

（株）日本政策金融公庫となりました。今後も、これ

まで行ってきた融資などは実施されます。

男女共同参画について語ろう男女共同参画について語ろう
市民参画交流課（121-5513）

日ごろの暮らしや職場・地域の中で、男女が性

別にとらわれることなく、それぞれが自立し、自

分らしく生きていくとともに、男女共同参画に対

する理解を深めるためには、どのようなことを考

えていけば良いかについて、自由に話し合います。

と　　き ①10月22日(水)・午後7時～9時

②11月14日(金)・午後7時30分～9時30分

と こ ろ ①大久保自治区公民館（小俣町元町）

②四郷小学校・2階図書室

神嘗奉祝祭などに伴う交通規制神嘗奉祝祭などに伴う交通規制
観光事業課（121-5566）

10月15日(水)の神嘗奉祝祭および初穂曳の開催

に伴い、下図のとおり交通規制が行われます。ご

理解・ご協力をお願いします。

もったいないフェアもったいないフェア
伊勢リサイクルプラザ（138-2800）

と　　き 12月６日(土)、午前９時30分～午後２時

と こ ろ 伊勢リサイクルプラザ（西豊浜町）

内　　容 リサイクルに関する体験や展示、リサ

イクル品の紹介など

フリーマーケットの出店者を募集

応募方法 11月７日(金)〔当日消印有効〕までに、

往復はがきに郵便番号・住所・氏名・

電話番号・主な出品物を記入し、同プ

ラザ（〒515-0505 西豊浜町653）へ

※応募は１団体につき１枚までとし、応募多数の

場合は公開抽選により決定します。

多重債務無料相談会多重債務無料相談会
商工労政課（121-5512）

市では、県と共同で、多重債務に陥っている人

の債務整理や生活再建のため、司法書士・弁護士

による無料相談会を開催します。

と　　き 11月8日(土)、午前9時30分～午後4時

と こ ろ 県伊勢庁舎・会議棟

定　　員 30人（先着順）

申し込み 10月31日(金)までに、直接または電話

で同課へ

※11月26日(水)、志摩市磯部生涯学習センターで

も、同様の無料相談会が開催されます。



自分らしく生きるための生活講座自分らしく生きるための生活講座
市民参画交流課（121-5513）

万が一のときのために、自分の介護や財産、延

命治療などについて、自分の思いや希望を残して

みませんか。

と　　き 10月27日(月)、午後1時30分～3時30分

と こ ろ 市役所本館・４階４ー５会議室

対　　象 市内に在住または通勤・通学している人

内　　容 講座「大丈夫？ 私の年金！ 足りる

の？ 私の老後。エンディングノート

を書きましょう！」久保下多美子さん

（NPO法人ほっとサポート理事長）

定　　員 30人（先着順）

参 加 費 無料

申し込み 電話で同課へ

観光文化会館自主事業

新春伊勢まつり！！
～地元出身アーティストが勢揃い！！～

観光文化会館自主事業

新春伊勢まつり！！
～地元出身アーティストが勢揃い！！～

観光文化会館（128-5105）

と　　き 平成21年1月17日(土)、午後6時～

と こ ろ 観光文化会館

内　　容 ツカモトシスターズ（サックス）、民

族楽団ちゃんちき（三味線・和太鼓・

民踊など）、エンゼルフイッシュ（大

正琴）による演奏など

入 場 料 1,800円（全席指定席）

※入場券は、10月25日(土)・午前9時から、同館

事務所・相可屋楽器店・喫茶アイドル・村林楽

器伊勢店、松阪市民文化会館内喫茶花音・松阪

村林楽器店・チケットぴあで販売します。

市民公開講座
山田赤十字病院（128-3185）
とき／11月16日(日)、午後2時～
ところ／山田赤十字病院・4階講
堂　内容／講演「三重県のがん
対策の現状」松見隆子さん（三
重県健康福祉部医療政策室）、講
演「明るいがん告知～笑いと涙
…とにかくこれほど明るく自ら
の闘病体験を語った人はいるで
しょうか～」渡辺哲雄さん（中
日新聞「老いの風景」執筆者、
がん体験者）

BRASS
ブ ラ ス

FESTIVAL
フ ェ ス テ ィ バ ル

in 伊勢
自衛隊伊勢地域事務所
（123-3880）
とき／11月8日(土)、午後6時～
ところ／皇學館大学・記念講堂
内容／陸上自衛隊中部方面音楽
隊による演奏　申し込み／事前
に直接または電話で同事務所へ

ほのぼのコンサート
ほのぼの合唱団・広垣さん
（1090-5618-4463）
とき／11月15日(土)、午後6時
30分～　ところ／福祉健康セン
ター　内容／第1部：協力団体に
よるふれあいステージ、第2部：
オリジナル曲と語りのステージ、
来場者全員での合唱　入場料／
第1部：無料、第2部：大人500
円、中学生・高校生300円

伊勢市視覚障害者福祉会
文化祭
伊勢市視覚障害者福祉会
鈴木さん（124-0870）
とき／11月3日(祝)、①午前10時
～正午・②午後1時～3時　とこ
ろ／福祉健康センター　内容／
①講演「肥満とストレスの積極
的解消法」森谷敏夫さん（京都
大学教授）、②太鼓演奏・ギター
演奏・歌謡ショー

二胡と歌の集い
御堂さん（128-4540）
とき／11月8日(土)、午後2時～
ところ／赤心門寺正壽院（岩渕
3丁目） 内容／二胡奏者の剱山
啓助さん・北村太門さんによる
演奏と声楽家・西山嘉代子さん
による歌

みんなでフィットネス
スタジオプラーナ（128-1845）
とき／11月2日(日)、午後1時30
分～　ところ／県営総合競技
場・体育館　内容／伊勢市出身
のインストラクター・山岡有美
さん〔(社)日本エアロビックフィ
ットネス協会理事〕による、誰
もが楽しめるフィットネス体験
定員／200人（先着順） 申し込
み／電話で同スタジオへ

地域ふれあい文化のつどい
地域ふれあい文化のつどい実行
委員会（128-2678）
とき／11月3日(祝)、午前10時～
午後4時　ところ／明照児童館
（吹上2丁目） 内容／展示コーナ
ー、体験コーナー、お茶・生け
花・着付け教室、SL（蒸気機関
車）模型の運転体験、ミニコン
サートなど
※展示作品を募集しています。

生き生き楽しい作品展
三重県退職教職員互助会伊勢･度
会地区・西村さん（158-3372）
とき／11月15日(土)・16日(日)、
午前10時～午後4時〔16日(日)は
午後3時まで〕 ところ／いせ市
民活動センター北館（シティー
プラザ） 内容／小・中学生によ
る絵画・書や、現職・退職教職
員およびその家族による絵画・
書・写真・陶芸・手芸・工芸品
などの展示

文化刺繍
ししゅう

展
石井さん（122-0398）
とき／10月18日(土)・19日(日)、
午前9時～午後5時〔19日(日)は
午後4時まで〕 ところ／小俣農
村環境改善センター・1階会議室
内容／障がいを抱えながら文化
刺繍を制作している石井さんの
作品展示

みどう

しょうじゅいん

けんざん

たもん

せ き し ん も ん じ



イベント掲示板 〔 〕イベント掲示板
このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催するものではありません。詳細

については、各主催者に問い合わせてください。参加費などの記載のないものにつ

いて、入場・参加などは無料ですが、一部有料コーナーなどがある場合があります。

伊勢ヨイ夜ナ
「伊勢ヨイ夜ナ」実行委員会
（1090-8552-3495）
とき／10月25日(土)・26日(日)、
午後5時～8時30分（雨天の場合
は一部中止） ところ／内宮おは
らい町周辺　内容／約5,000個の
ろうそくの点灯、ライブなど
※25日(土)は、シンセサイザー
奏者「姫神」による神嘗祭奉
祝演奏会が同時開催されます。

重要文化財・旧慶光院
客殿を一般公開
神宮徴古館（122-1700）
とき／11月10日(月)～12日
(水)、午前10時～午後3時　と
ころ／神宮祭主職舎（宇治浦田
1丁目） 内容／「遷宮上人」と
呼ばれた慶光院上人の客殿を庭
上より公開します　入場料／大
人300円、大学生・高校生150
円、小・中学生100円

住宅なんでも相談会
三重県建設労働組合
（1津059-224-1001）
とき／11月14日(金)、午前10時
～午後4時　ところ／市役所本
館・1階ロビー　内容／耐震改
修、介護改修、リフォーム、新
築など住宅に関する無料相談

小俣町文化祭
小俣町文化協会（127-3926）
作品発表会
とき／11月8日(土)・9日(日)、午
前9時30分～午後5時〔9日(日)は
午後3時まで〕 ところ／小俣図書
館、小俣農村環境改善センター
芸能発表会
とき／11月15日(土)、午前9時
30分～午後4時　ところ／小俣
農村環境改善センター・多目的
ホール
体験コーナー
とき／11月8日(土)・午前10時～
正午、午後2時～4時、9日(日)・
午前10時～正午　ところ／小俣
図書館または小俣農村環境改善
センター　内容／①裏千家茶道
〔9日(日)のみ〕、②煎茶道〔8日
(土)のみ〕、③木目込み人形作り、
④陶芸、⑤木彫り　定員／①②
定員なし、③各8人、④各5人、
⑤各10人　申し込み／①②不
要、③～⑤10月21日(火)～31
日(金)に小俣農村環境改善セン
ターへ
チャリティーバザー
とき／11月8日(土)・午前11時～
午後2時、9日(日)・午前10時～
正午　ところ／小俣農村環境改
善センター

税を考える週間記念講演
西川ヘレン講演会
(社)伊勢法人会（128-5665）
とき／11月16日(日)、午後2時～
3時30分　ところ／皇學館大
学・講堂　内容／講演「大家
族－支え愛、見守り愛、励まし
愛－」西川ヘレンさん（タレン
ト） 定員／800人（先着順）
申し込み／往復はがきの往信用
裏面に郵便番号・住所・氏名・
電話番号・希望人数（1枚につ
き3人まで）を記入し、同会
（〒516-0037 岩渕1丁目7-17）
へ（返信用はがきには、何も記
入しないでください）

医療講演会
三重県重症心身障害児(者)を守る会
大谷さん（1四日市059-364-9434）
とき／10月26日(日)、午後1時～
4時　ところ／県伊勢庁舎　対
象／会員、障がい児(者)の保護
者、障がい児(者)の医療・教育に
関わる人や関心がある人など
内容／講演「重症児は語る」原
澤孝夫さん（あしかがの森足利
病院院長）、講演「呼吸の仕組み
と治療について」村田博昭さん
（独立行政法人国立病院機構鈴鹿
病院小児科部長） 定員／120人
程度

市民農園の利用者を募集市民農園の利用者を募集
農林課（122-0370）

伊勢農業協同組合では、市民の皆さんが土と親しみ、生活に安らぎと潤いを

感じるとともに、農作物の栽培を楽しみながら農業や食への理解を深めること

ができるように、次のとおり市民農園の利用者を募集しています。

ふれあい農園 グリーンファーム 

馬瀬町上ノ山 

約20㎡ 

20区画 

毎年4月1日～翌年3月31日（1年契約ですが、更新すると継続して利用することができます） 

1区画につき5,500円（中途契約は月割り） 

はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、下記申し込み先へ（先着順） 

伊勢農業協同組合 伊勢グリーンコープ 
ふれあい農園係 
（〒516-0804 御薗町長屋462、122-3557） 

小俣町明野 

約30㎡ 

13区画 

1区画につき7,000円（中途契約は月割り） 

伊勢農業協同組合小俣支店 
グリーンファーム係 
（〒519-0502 小俣町相合634、122-2121） 

場 所  

区 画 面 積  

募集区画数  

期 間  

契約料(年額) 

申し込み方法 

申し込み・  
問い合わせ先 

き め こ

しょうにん



発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121-5515）

民事介入暴力巡回法律相談民事介入暴力巡回法律相談
(財)暴力追放三重県民センター（1津059-229-2140）

三重県警察本部組織犯罪対策課（1津059-222-0110）

と　　き 11月18日(火)、午後1時～4時

と こ ろ 生涯学習センターいせトピア・3階第2

会議室

内　　容 暴力団との民事トラブルや暴力団の不

当な行為（脅し・乱暴・金品要求など）

に関する相談・助言

相談方法 民事介入暴力について専門的知識を持

つ弁護士・相談委員・警察官による面

接相談

県立度会特別支援学校文化祭県立度会特別支援学校文化祭
県立度会特別支援学校（162-0001）

障がいのある児童・生徒たちの日ごろの活動成

果を発表し、地域との交流を図ります。

と　　き 11月8日(土)、午前9時15分～午後2時30分

と こ ろ 県立度会特別支援学校（度会町大野木

1825）

内　　容 児童・生徒によるグループ企画・作品

展示など

イベントカレンダーイベントカレンダー
10月19日(日) 8:00～10:00

外城田川清掃活動
（集合場所：小俣図書館北側・外城田川堤防）

【問い合わせ】小俣総合支所地域振興課（122-7858）

10月26日(日) 8:00～9:00

川と海のクリーン大作戦
（集合場所：度会橋付近〔中島側〕）

【問い合わせ】監理課（121-5582）

10月26日(日) 14:00～

観光文化会館自主事業

皇學館大学雅楽部 ロビーコンサート
（開催場所：観光文化会館）

【問い合わせ】観光文化会館（128-5105）

10月28日(火)～11月3日(祝)

伊勢市美術展覧会
（開催場所：観光文化会館）

【問い合わせ】文化振興課（122-7885）

11月1日(土) 19:30～21:00

一日健康ウォーキング（筋向橋・高柳コース）
（集合場所：市役所前）

〔保険料…10円〕

【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（122-7891）

11月2日(日) 10:00～15:00

環境リサイクルフェア
（開催場所：県営サンアリーナ）

【問い合わせ】資源循環課（121-5544）
【問い合わせ】環境課（121-5540）

〔 〕このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催・共催する

ものです。詳しくは、担当部署へ問い合わせてください。

高齢者の就職・就業のための

技能講習（パソコン活用会計事務講習）
高齢者の就職・就業のための

技能講習（パソコン活用会計事務講習）
(社)三重県シルバー人材センター連合会

（1津059-221-6161）

と　　き 12月8日(月)～16日(火)〔土曜日・日

曜日を除く〕

と こ ろ 御薗公民館

対　　象 60歳代前半程度の求職者で、全日程

を受講できる人

内　　容 インターネット・文書作成・表計算など

の知識・技術や、簿記の基礎知識、会計

ソフトの基本操作を習得し、経理アシス

タントとしての就職を目指します

定　　員 25人（先着順）

受 講 料 無料

申し込み 11月25日(火)までに、受講申込書〔伊

勢公共職業安定所・(社) 伊勢市シルバ

ー人材センターにあります〕を同連合

会へ

お詫びと訂正お詫びと訂正
文化振興課（122-7885）

「広報いせ」10月号・16ページに掲載しました

「伊勢市民芸能祭」の記事について、次のとおり誤

りがありましたので、お詫びして訂正します。

と　き 内　容 誤 
11月2日(日) 
14:00～16:00

11月9日(日) 
10:30～15:40

バレエ・モダンダンス 

日舞・民踊 

と　き 内　容 正 
11月2日(日) 
10:30～15:40

11月9日(日) 
14:00～16:00

日舞・民踊 

バレエ・モダンダンス 


