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離乳食教室離乳食教室
健康課（127-2435、FAX21-0683）

と　　き 12月10日(水)、午前10時30分～正午

と こ ろ ハートプラザみその

対　　象 市内在住の乳児（生後6カ月まで）の保護者

内　　容 離乳食（初期～中期）のお話と試食

定　　員 30人（先着順）

申し込み 11月17日(月)から、電話またはファク

スで同課へ

12月3日(水)～9日(火)は障害者週間12月3日(水)～9日(火)は障害者週間
障がい福祉課（121-5558）

障害者週間は、誰もが地域で暮らせることを目

指し、障がいのある人への理解を深めるとともに、

障がいのある人の積極的な社会参加を促進するた

め、さまざまな運動を展開する期間です。

今年度は、次の取り組みを行います。

障がい者施設自主製品の配布

と　　き 11月29日(土)、午前10時～

と こ ろ イオンララパークショッピングセンタ

ー・ジャスコ伊勢店・ユーストア上地

店・伊勢みそのショッピングセンタ

ー・生鮮市場ベリー小俣店・プライス

カット伊勢二見店

作品展示

と　　き 11月25日(火)～28日(金)〔初日は午後

1時から、最終日は正午まで〕

と こ ろ 伊勢郵便局

観光文化会館自主事業

森山良子コンサートツアー2008～2009
観光文化会館（128-5105）

と　　き 平成21年2月21日(土)、午後6時～

と こ ろ 観光文化会館

入 場 料 Ｓ席6,500円、Ａ席5,500円

（全席指定席）

※入場券は、11月22日(土)・午前9時から、同館事

務所・喫茶アイドル・相可屋楽器店・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・神戸屋楽器店・チケットぴあで販売します。

料理＆おしゃれ教室料理＆おしゃれ教室
市民参画交流課（121-5513）

と　　き 12月6日(土)、午前9時30分～午後1時

と こ ろ 生涯学習センターいせトピア・2階調

理室および学習室2

対　　象 市内に在住または通勤・通学している

男女のペア

定　　員 10組（先着順）

持 ち 物 エプロン、三角巾、現在使っている化粧品

申し込み 電話で同課へ

世界の扉を開けて　各国料理＆コンサート世界の扉を開けて　各国料理＆コンサート
市民参画交流課内・伊勢市国際交流協会事務局

（121-5549）

と　　き 11月24日(振休)、午前11時30分～午

後2時

と こ ろ いせ市民活動センター北館（シティー

プラザ）・1階

内　　容 市内在住の外国人の皆さんが作る母国

の料理を試食しながら、楽しく各国の

文化を学びます

定　　員 100人（先着順）

入 場 料 小学生以上500円、協会会員400円

※当日、直接会場へお越しください。

倉田山公園野球場の利用停止倉田山公園野球場の利用停止
生涯学習・スポーツ課（122-7891）

倉田山公園野球場は、芝生養生のため、12月

15日(月)～平成21年2月28日(土)は利用できませ

ん。ご理解をお願いします。



災害ボランティア講演会災害ボランティア講演会
市民参画交流課（121-5549）

と　　き ①11月27日(木)・②12月12日(金)

午後7時～9時

と こ ろ いせ市民活動センター北館（シティー

プラザ）・2階多目的ホール

内　　容 ①講演「災害ボランティアセンターっ

て何？」山本康史さん（ＮＰＯ法人み

え防災市民会議議長）、②講演「伊勢

市の被害想定」

申し込み 電話で、同課またはいせ市民活動セン

ター（120-4385）へ

御薗町の粗大ごみの回収御薗町の粗大ごみの回収
御薗総合支所生活環境課（122-0241）

回 収 日 12月9日(火)・10日(水)

対　　象 御薗町在住で、粗大ごみを清掃工場へ

運搬する手段のない世帯

件　　数 両日とも午前・午後各15件程度

料　　金 自転車・いす・じゅうたん各100円など

※申し込み時に確認してください。

申し込み 11月25日(火)～12月1日(月)に、直接

同課へ

※電話での申し込みはできません。

※家庭から出る粗大ごみに限ります。

※テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫・パソコン

など、回収できないものもあります。

勤労者向け協調融資制度勤労者向け協調融資制度
商工労政課（121-5568）

東海労働金庫伊勢支店（123-1336）

市では、東海労働金庫と協力し、住宅取得や教育

にかかる資金の貸し付けを行っています。利用する

場合は、直接、東海労働金庫へ相談してください。

勤労者持家促進資金貸付制度

対　　象 市内在住の勤労者または県内の事業所

に勤務する人が、市内に、自らが居住

するための住宅を新築・増改築・購入

するための資金

融 資 額 1件につき50万円～500万円（10万円単位）

利　　率 当初10年間は年2.5％（協調融資利率）

※11年目以降は、東海労働金庫の住

宅ローンの金利となります。

融資期間 35年以内

勤労者教育資金貸付制度

対　　象 次の条件をすべて満たす市内在住の勤

労者とその扶養親族の教育資金（入学

金・授業料など）

●市内に住所を有し、引き続き1年以

上居住している

●年間所得金額が1,000万円以下

●市税などを完納している

融 資 額 1件につき10万円～100万円（10万円単位）

利　　率 当初4年間は年2.35％（協調融資利率）

※5年目以降は、東海労働金庫の教育

ローンの金利となります。

融資期間 10年以内

脂質異常症の予防に取り組もう脂質異常症の予防に取り組もう
健康課（127-2435、FAX21-0683）

血液中のコレステロールや中性脂

肪の値が高いなどの脂質異常症は、

正しい知識を持ち、生活習慣を改善

することで予防できます。

健康の日（毎月11日）を機会に、予防のこつを

つかみ、健康づくりを実践しましょう。

と　　き 12月11日(木)、午後1時30分～3時30分

と こ ろ 中央保健センター

対　　象 健康診査などで脂質異常症の疑いがあ

ると言われた人など

内　　容 医師講演「脂質異常症の予防について」

尾崎守宏さん（おざき内科クリニッ

ク）、栄養士講話「脂質異常症を予防

する食生活」

定　　員 60人（先着順）

申し込み 電話またはファクスで同課へ

携帯電話基地局「伊勢矢持局」が完成携帯電話基地局「伊勢矢持局」が完成
商工労政課（121-5512）

市では、国・県・携帯電話事業者と協力し、携

帯電話が利用できなかった矢持町に、携帯電話基

地局を整備しました。

このことにより、矢持町下村・菖蒲・上村の地

区では、10月21日(火)から、ソフトバンクモバイ

ル(株)、KDDI（株）、(株)ＮＴＴドコモのサービス

を利用できるようになりました。

お詫びと訂正お詫びと訂正 生活支援課（121-5557）

「広報いせ」11月号・10ページに掲載しました「伊

勢市地域福祉計画地域懇談会」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。

北浜小学校区の地域懇談会の開催日

11月22日(土) 11月25日(火)誤 正



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。

裁判員制度フォーラム in 三重裁判員制度フォーラム in 三重
津地方裁判所（1津059-226-4172）
と　　き 11月29日(土)、午後1時30分～4時20分

と こ ろ 伊勢商工会議所･4階中ホール

内　　容 裁判官による裁判員制度についての説

明、映画上映、評議体験、意見交換会

定　　員 30人（先着順）

申し込み 11月19日(水)までに、住所・氏名・電

話番号を、電話またはファクスで同裁

判所（FAX津059-225-0387）へ

二見浦秋まつり
秋まつり実行委員会事務局

（1090-5102-5442〔角谷さん〕）

とき／11月24日(振休)、午前9

時～午後3時　ところ／二見浦

（松林海岸・夫婦岩表参道）内

容／松林の清掃（午前9時～）、

植樹（午前10時～）、ふたみ汁

の振る舞い（午前10時30分～

〔無くなり次第終了〕）、二見楽

市楽座〔オールディーズバンド

演奏、南京玉簾
すだれ

、名産品の紹介、

オールドカー展示、イセシマン

参上など〕（午前11時～午後3時）

皇學館大学雅楽部
定期演奏会
皇學館大学学務課（122-6317）

とき／11月30日(日)、午後1時

30分～　ところ／皇學館大

学・記念講堂　内容／越殿楽
え て ん ら く

・

陪臚
ば い ろ

・拾翠楽
じっ す い ら く

・蘭陵王
らんりょうおう

などの演

奏　入場料／300円（前売り

200円）

ふれあいフェスタ2008
えがおの木・長岡さん

（120-5011）

とき／12月6日(土)、午前10時

～午後4時　ところ／生涯学習

センターいせトピア　内容／障

がいのある人の作品展示、軽音

楽コンサート・ピアノコンサー

ト（午後1時～）

家事と家計の講習会
伊勢友の会・川野さん

（128-4082）

とき／①11月15日(土)・②18日

(火)・③21日(金)、午前10時～正

午　ところ／①生涯学習センタ

ーいせトピア、②伊勢友の家

（宇治浦田3丁目）、③福祉健康セ

ンター　内容／「家計簿記帳は

きれいな地球・元気な生活の第

一歩」をテーマに話し合います

参加費／300円（資料代）

※託児できます。（要予約）

伊勢志摩第九コンサート
伊勢志摩第九を歌う実行委員会・

冨田さん（124-6145）

とき／12月23日(祝)、午後2時～

ところ／観光文化会館　内容／

ベートーベン作曲「交響曲第九

番」、ヨハン・シュトラウス作曲

「皇帝円舞曲」の合唱 入場料／

1,800円（前売り1,500円）

尾崎咢堂
が く ど う

生誕祭
ＮＰＯ法人咢堂香風

（122-3198〔尾崎咢堂記念館〕）

とき／12月6日(土)、午後1時

30分～　ところ／尾崎咢堂記

念館　内容／講演「私の歩んで

きた道」疋田
ひ き た

勇さん（市教育長）、

小・中学生作文コンクール（応

募総数695点）の表彰式

伊勢伝統芸能鑑賞会
伊勢伝統芸能連盟・森さん

（128-6237）

とき／11月15日(土)、午後1時

～4時　ところ／生涯学習セン

ターいせトピア　内容／筝曲
そうきょく

・

狂言・尺八・日本舞踊　入場

料／1,000円

「ありがとう20年」公演
人形劇団おたまじゃくし・

岡田さん（124-2108）

とき／11月30日(日)、午後1時

30分～　ところ／福祉健康セン

ター・娯楽室　内容／人形劇

「まあちゃんのまほう」・「は

らぺこぷんた」、なおちゃん劇

場による人形劇　定員／150人

（先着順）

秋の夜長 茶会
皇學館大学煎茶道

せんち ゃ ど う

部・鹿谷
しか た に

さん

（1090-5142-9204）

とき／11月19日(水)、午後3時

～8時　ところ／伊勢河崎商人

館　内容／煎茶席・菊酒
きくし ゅ

席

月僊
げっせん

展
寂照寺
じゃくしょうじ

（122-3743）

とき／11月21日(金)～24日(振

休)、午前9時～午後4時　とこ

ろ／寂照寺（中之町） 内容／画
が

僧
そう

・月僊上人
しょうにん

の遺墨
い ぼ く

の展示

第10回環境学習会

知っておきたい！
伊勢市の新エネルギービジョン
～ごみゼロを目指そう！ 生ごみは燃やさない！～

第10回環境学習会

知っておきたい！
伊勢市の新エネルギービジョン
～ごみゼロを目指そう！ 生ごみは燃やさない！～

伊勢リサイクルプラザ（138-2800）

と　　き 11月29日(土)、午後1時30分～3時

と こ ろ 伊勢リサイクルプラザ（西豊浜町）

講　　師 山村勇さん（市環境課長）

※事前の申し込みは不要です。
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ストーカー・配偶者暴力の相談ストーカー・配偶者暴力の相談
伊勢警察署（120-0110）

ストーカー行為や配偶者などによる暴力〔ドメ

スティックバイオレンス（DV）〕は犯罪行為であ

り、そのまま放置すると、さらに重大な犯罪につ

ながる危険性があります。

警察では、関係機関と連携し、加害者の検挙、加害

者への警告、被害者の支援などを行っています。

ストーカーやDVの被害に悩んでいる人は、一

人で悩まず、早い段階で相談してください。

相談窓口
● 三重県警察本部ストーカー対策室

（1津059-222-0110）
●配偶者暴力相談支援センター（三重県女性相談所）

（1津059-231-5600）
●伊勢警察署（120-0110）
●お近くの交番・駐在所

若者の就労を考える親向けセミナー若者の就労を考える親向けセミナー
いせ若者就業サポートステーション

（163-6603、FAX63-6613）

商工労政課（121-5568）

と　　き 11月22日(土)、午後1時30分～4時30分

と こ ろ いせ市民活動センター北館（シティー

プラザ）・2階多目的ホール

対　　象 就労に不安を抱えた若者の家族または

その支援者

内　　容 講演「うちの子が働くにはどうしたら

いいの？」三好悠久彦
ゆ く ひ こ

さん（ＮＰＯ法

人リベラヒューマンサポート理事長）

定　　員 60人程度（先着順）

申し込み 11月20日(木)・午後5時までに、住

所・氏名・電話番号（またはメールア

ドレス）を、電話・ファクス・Ｅメー

ルで同ステーション（アドレスspst@

e-ise.net）へ

伊勢志摩キャンペーン2008

創作料理展 in 鳥羽
伊勢志摩キャンペーン2008

創作料理展 in 鳥羽
観光企画課（121-5565）

(社)伊勢志摩観光コンベンション機構内・「伊勢志摩キャ

ンペーン2008創作料理展 in 鳥羽」事務局（144-0800）

と　　き 11月24日(振休)、午後0時30分～

と こ ろ 鳥羽商工会議所（鳥羽市大明東町1-7）

内　　容 伊勢志摩産の食材を使った創作料理の

コンテスト

※当日は、鳥羽商工会議所前の駐車場で「鳥羽魚魚
と と

まつり」が開催され、伊勢うどん・手こね寿司の

振る舞いやステージイベントが行われます。

イベントカレンダーイベントカレンダー
11月27日(木) 13:30～16:00

明るい選挙推進運動 白ばらの集い
開催場所：いせ市民活動センター北館

〔シティープラザ〕

【問い合わせ】選挙管理委員会（121-5635）

11月30日(日) 15:00～
観光文化会館自主事業

宮川彬良
あ き ら

＆大阪市音楽Dahhhhhn
ダ ー ン

! !
（開催場所：観光文化会館）

〔入場料…一般3,500円、学生1,500円〕

【問い合わせ】観光文化会館（128-5105）

12月1日(月) 19:30～21:00

一日健康ウォーキング（野口みずき金メダルロード）
（集合場所：生涯学習センターいせトピア）

〔保険料…10円〕

【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（122-7891）

12月14日(日) 11:00～16:00

大正琴フェスティバル in 伊勢
（開催場所：観光文化会館）

【問い合わせ】文化振興課（122-7885）

〔 〕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。

11月17日(月)～23日(祝)は

「女性の人権ホットライン」強化週間
11月17日(月)～23日(祝)は

「女性の人権ホットライン」強化週間
津地方法務局人権擁護課（1津059-228-4193）

と　　き 11月17日(月)～23日(祝)、午前8時30

分～午後7時（22日(土)・23日(祝)は午

前10時～午後5時）

内　　容 夫やパートナーからの暴力、職場での

セクシュアルハラスメント、ストーカ

ー行為など、女性をめぐるさまざまな

人権問題についての電話相談

相 談 員 津地方法務局職員、人権擁護委員

電話番号 0570-070-810

（ ）


