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伊勢市伊勢市  伊勢市  

れいんぼう講座の参加者を募集れいんぼう講座の参加者を募集
市民参画交流課（121-5513）

社会のあらゆる場で、男女が個々の能力を発揮

する力を身に付けることを目指し、次のとおり講

座を開催します。

とき・内容・ところ 下表のとおり

定　　員 20人（先着順）

申し込み 電話で同課へ

楽しく動いて健康づくり

リフレッシュクラブ
楽しく動いて健康づくり

リフレッシュクラブ
健康課（127-2435、FAX21-0683）

高脂血症や糖尿病など

の生活習慣病を予防する

ために、運動は欠かせな

いものです。リフレッシ

ュクラブで楽しく体を動

かしましょう。

と　　き 平成21年1月13日(火)・19日(月)・26

日(月)・2月2日(月)・9日(月)〔計5回〕

午後1時30分～3時

と こ ろ 中央保健センター

対　　象　市内在住で、これまでに参加したこと

のない人

内　　容 生活習慣病予防のための運動の理論と

方法、ストレッチやウォーキングなど

を取り入れた健康づくり体操

定 員 50人（先着順）

持 ち 物 運動ができる服装・靴、飲み物

申し込み 電話またはファクスで同課へ

観光文化会館自主事業

寺井尚子スーパーライブ2009
観光文化会館（128-5105）

と　　き 平成21年3月14日(土)

午後6時～（開場は午後5時30分）

と こ ろ 観光文化会館

出 演 者 寺井尚子さん（ジャズバイオリン）、

宇崎竜童さん（ボーカル）、古野光昭

さん（ウッドベース）

入 場 料 4,500円（全席指定席）

※入場券は、12月20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。

と　き 

平成21年 
　　1月18日(日)

1月25日(日)

接遇・相手との接し方講座 

プレゼンテーション養成講座① 

プレゼンテーション養成講座② 

男女共同参画について 

市役所東庁舎・4階第3会議室 

市役所東庁舎・5階第2会議室 

市役所東庁舎・4階第3会議室 

市役所東庁舎・4階第3会議室 

2月  1日(日)

2月  8日(日)

内　容 ところ 

※時間はいずれも、午前10時～正午です。



生活排水対策推進計画（案）への意見を
募集
生活排水対策推進計画（案）への意見を
募集
環境課（121-5542）

市では、より良い水環境を保全するため、将来

の生活排水処理のあり方や家庭での生活排水対策

などを総合的に示す「伊勢市生活排水対策推進計

画」の策定を進めています。

この計画では、人口減少などの社会情勢を背景

に見直しを行った下水道および合併処理浄化槽の

整備推進区域などを示します。

案がまとまりましたので、次のとおり意見を募

集します。

案の閲覧

と　　き 12月16日(火)～平成21年1月15日(木)

と こ ろ 同課、各総合支所生活環境課、各支所、

伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習セ

ンターいせトピア、二見生涯学習セン

ター、いせ市民活動センター

※市のホームページ（http://www.city.ise.mie.jp）

でもご覧いただけます。

意見の提出

12月16日(火)～平成21年1月15日(木)＜必着＞

に、住所・氏名・電話番号・意見（様式は自由）を、

郵送・ファクス・Ｅメールで同課（〒516-8601

岩渕1丁目7-29、FAX21-5522、アドレスkankyo@

city.ise.mie.jp）へ

都市マスタープラン全体構想・景観計
画・景観条例の案への意見を募集
都市マスタープラン全体構想・景観計
画・景観条例の案への意見を募集
都市計画課（121-5591）

市では、都市マスタープラン全体構想・景観計

画・景観条例の作成を進めています。

それぞれの案がまとまりましたので、皆さんの

意見を募集します。
◆伊勢市都市マスタープラン全体構想

長期的な視点から、まちの骨格や土地利用の

方向性などを示し、都市づくり・まちづくりの

総合的な指針となる計画。

◆伊勢市景観計画
自然景観や歴史的景観など、豊かな景観資源を

後世に引き継ぐため、景観形成の方針や、建築な

どの行為の制限などに関する事項を定める計画。

◆伊勢市景観条例
市の良好な景観の形成に必要な事項や、景観

法の施行に必要な事項を定める条例。

案の閲覧

と　　き 12月22日(月)～平成21年1月22日(木)

と こ ろ 同課、各総合支所地域振興課、各支所、

伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習セ

ンターいせトピア、二見生涯学習セン

ター、いせ市民活動センター

※市のホームページ（http://www.city.ise.mie.jp）

でもご覧いただけます。

意見の提出

12月22日(月)～平成21年1月22日(木)＜必着＞

に、住所・氏名・電話番号・意見（様式は自由）

を、直接または郵送・ファクス・Ｅメールで同課

（〒516-8601岩渕1丁目7-29、FAX21-5585、ア

ドレスtoshikei@city.ise.mie.jp）へ

伊勢路祭2009
ＩＳＥＧ・野崎さん

（1090-7867-6554）
とき／平成21年1月11日(日)、午

前8時～午後5時（荒天の場合は

12日(祝)に延期）ところ／伊勢

市駅前広場　内容／太鼓・踊り・

クラブミュージックなどのステー

ジイベント

書き初め会
祥裕
しょうゆう

会・飯田さん（123-3187）
とき／平成21年1月2日(金)、午

前9時～午後4時　ところ／猿田

彦神社・青少年館　内容／学生は

半紙・半切、一般の人は色紙など

に、年頭の言葉を書き初めします

（指導有り、書道具は準備します）

参加費／500円

朗読へのお誘い
藤本さん（128-1811〔フレン

チレストランSHO
シ ョ ウ

W〕）

とき／12月18日(木)、午後6時30

分～　ところ／フレンチレストラ

ンSHOW（河崎2丁目）内容／藤

本美保子さんによる朗読「クリス

マスの仕事」（作：田口ランディ）

定員／15人（先着順）入場料／

2,940円（食事代を含む）申し込

み／電話で同レストランへ

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。詳し

くは、各主催者へ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。



放送大学の学生を募集放送大学の学生を募集
放送大学三重学習センター（1津059-233-1170）
平成21年度第1学期（4月入学）の学生を次のと

おり募集します。

種　　類 ①全科履修生（大学卒業を目的とす

る）、②選科履修生（興味のある科目

を1年間学ぶ）、③科目履修生（興味の

ある科目を半年間学ぶ）

対　　象 ①18歳以上で、高等学校卒業または

同等以上の人、②③15歳以上の人

学習方法 自宅のテレビ（ＣＳデジタル放送・ケ

ーブルテレビ放送）または同センター

のビデオテープなどで授業を視聴

申し込み期間 12月15日(月)～平成21年2月28日(土)

※入学試験はありません。

冬至祭冬至祭
(社)伊勢市観光協会（128-3705）

冬至の日には、伊勢神宮（内宮）の宇治橋の大

鳥居中央から朝日が昇り、とても神秘的な光景を

見ることができます。

と　　き 12月21日(日)

と こ ろ 伊勢神宮（内宮）・宇治橋前

※午前7時30分から、冬至ぜんざいの振る舞い・

ゆずの配布を行います。（各300人分）

自動交付機の利用停止自動交付機の利用停止
戸籍住民課（121-5547）

住民票の写しなどを発行する自動交付機（市役

所・各総合支所・小俣北部保健福祉会館に設置）

は、停電のため、次の日時は利用できません。

と　　き 12月20日(土)、午前7時～午後1時（予定）

点訳・音訳奉仕者の養成講習会（初級）点訳・音訳奉仕者の養成講習会（初級）
三重県視覚障害者支援センター（1津059-228-6367）
視覚障がい者福祉に理解と熱意のある人に、点訳や音訳の技術を習

得していただくため、次のとおり講習会を開催します。

なお、本講習会を受けた人は、同センターや自治体などから依頼さ

れる活動（図書や文書の点訳または音訳、広報活動、点字図書または

録音図書の製作など）へのご協力をお願いしています。

と　　き 

①音訳奉仕者養成講習会 ②点訳奉仕者養成講習会 

と こ ろ 

対　　象 

内　　容 

講　　師 

定　　員 

受 講 料 

申し込み 

〈第1回〉 
 　平成21年2月18日(水)、13:30～15:30（①②の合同開催） 
〈第2回～第6回〉 
 　2月19日(木)・20日(金)・25日(水)・26日(木)・27日(金) 
 　　①10:00～12:00、②13:30～15:30 

・視覚障がいについて  
・視覚障がい者とボランティアについて  
・点訳の基礎知識・実技 

大澤剛さん（三重県視覚障害者支援センター 
職員、点字技能士） 

各50人（先着順）  
※受講の可否については、平成21年2月6日(金)までに通知します。 

500円（教材費） 
630円（教材費） 
1,600円（点字器代、持っていない人のみ） 

後藤智子さん（四日市録音奉仕の会）  
塚本裕子さん（三重県声のポスト友の会） 

・視覚障がいについて  
・視覚障がい者とボランティアについて  
・音訳の基礎知識・実習 

三重県視覚障害者支援センター（津市桜橋2丁目131、三重県社会福祉会館内） 

県内在住の18歳以上で、全講習（計6回）に参加でき、平成21年4月以降に開催する養成 
講習会（中級）に参加できる人 

平成21年1月30日(金)までに、申込書を郵送・ファクス・Ｅメールで同センター（〒514-
0003 津市桜橋2丁目131、FAX津059-228-8425、アドレスmieten@zc.ztv.ne.jp）へ 

※申込書は、同センターおよび市障がい福祉課にあります。また、同センターのホーム
　ページ（http ://www.zc .ztv .ne . jp/mieten/p/）からダウンロードできます。 
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平成21年度「公立幼稚園」の入園児を二次募集平成21年度「公立幼稚園」の入園児を二次募集
学校教育課（122-7881）

イベントカレンダーイベントカレンダー 〔 〕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。

入 園 資 格 市内に住所を有し、次の要件に該当する幼児

・5歳児…平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ

・4歳児…平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ

・3歳児…平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれ

申し込み期間 12月8日(月)～25日(木)［平日のみ］、午後１時～４時

申し込み方法 所定の入園願書（各幼稚園にあります）を、入園を希望する幼稚園へ

※詳しくは、各幼稚園へ問い合わせてください。

募　 集　 数 下表のとおり

※この記事については、「広報いせ」12月号での掲載を予定していましたが、掲載が

遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

平成21年1月9日(金) 19 :00～
これからの自治のあり方講演会
（開催場所：ハートプラザみその）
【問い合わせ】地域内分権推進課（121-5563）

平成21年1月10日(土) 9 :30～
消防出初め式
（開催場所：県営サンアリーナ）
【問い合わせ】消防本部総務課（125-1206）

平成21年1月11日(日) 10 :30～12:00
新成人のつどい
（開催場所：県営サンアリーナ）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（122-7893）

平成21年1月11日(日) 10 :00～15:00
いせトピア・新春まつり
（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】生涯学習センターいせトピア

（121-0900）

幼稚園名 

神社幼稚園 

北浜幼稚園 

城田幼稚園 

四郷幼稚園 

小俣幼稚園 

明野幼稚園 

所在地 

神社港295-20 

村松町3280-6 

上地町1537-4 

楠部町2484 

小俣町本町1 

小俣町明野1481

電話番号 

36-2631 

37-4099 

24-7077 

24-6052 

22-4902 

38-1234

募集数 

４歳児 ３歳児 ５歳児 

7人 

20人 

12人 

17人 

29人 

1人 

― 

― 

― 

― 

 

 

 

 

12人 

6人 

13人 

13人 

14人 

17人 

15人 

 

 

 

 

 

― 

※豊浜東幼稚園・豊浜西幼稚園・早修幼稚園・沼木幼稚園は、引き続き休園 
　します。 

幼稚園名 

修道幼稚園 

有緝幼稚園 

中島幼稚園 

明倫幼稚園 

常盤幼稚園 

まるこ幼稚園 

所在地 

久世戸町4 

船江2丁目2-29 

中島2丁目13-4 

岡本1丁目18-65 

岩渕1丁目6-32 

一之木1丁目8-3

電話番号 

28-1565 

23-5225 

28-2438 

28-4094 

28-4420 

28-5310

幼稚園名 

神宮高倉山幼稚園 

神宮五十鈴川幼稚園 

双康幼稚園 

ゆたか幼稚園 

暁の星幼稚園 

和順幼稚園 

所在地 

八日市場町17-20 

宇治中之切町38-2 

黒瀬町562-13 

御薗町王中島23 

小俣町本町1336 

小俣町元町214-3

電話番号 

28-4248 

22-4550 

22-7890 

22-3480 

22-0689 

28-1121

■私立幼稚園の入園児を募集 ※入園手続きなど詳しくは、各幼稚園へ問い合わせてください。


