
携帯電話用ホームページを開設ものづくり大学技術講座ものづくり大学技術講座
産業支援課（163-5677）

と　　き 5月28日(水)、午後1時30分～

と こ ろ 産業支援センター・研修室

対　　象 伝統工芸関係事業者・一般

内　　容 講演「伊勢と漆
うるし

」神原
かんばら

佑司さん（元神

宮司庁職員）

定　　員 30人（先着順）

申し込み 5月15日(木)から、電話で同課へ

携帯電話用ホームページを開設
広報広聴課（121-5515）

市は携帯電話用ホームページを開設しました。

このホームページには、市の概要や、日常生活

にかかわりの深い事項に関する市の担当窓口と連

絡先、施設案内などが掲載されています。

次のアドレスを入力してアクセスするか、ＱＲ

コードを読み取ってアクセスしてください。

皆さんの身近な情報源となるよう、今後も掲載

情報を充実していきますので、ぜひ活用してくだ

さい。

アドレス

http://www.city.ise.mie.jp/m/

ＱＲコード

おしらしらせ版 おしらしらせ版 おしらしらせ版 おしらせ版 ５/15/15号 20 0 8年  
（平成20年） 

５/15号 

伊勢市伊勢市  伊勢市  

ポンプ場の内覧会ポンプ場の内覧会
下水道建設課（142-1536）

浸水対策のために整備を進めてきた小林ポンプ

場（御薗町小林）と溝口第二ポンプ場（二見町溝

口）が完成したため、次のとおり内覧会を開催し

ます。

普段は見ることができないポンプ場内の機械・

電気設備を見学することができます。ぜひお越し

ください。

と　き 5月25日(日)、午前9時～午後3時

ところ 小林ポンプ場、溝口第二ポンプ場

※事前の申し込みは不要です。
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伊勢市障がい者体育祭を開催伊勢市障がい者体育祭を開催
障がい福祉課（121-5558、FAX21-5555）

と　　き 6月21日(土)、午前10時～

と こ ろ 県営サンアリーナ・サブアリーナ

対　　象 市内在住で障害者手帳を持っている人

と、その付き添いの人

申し込み 5月30日(金)までに、電話またはファ

クスで同課へ

※ただし、市内の障がい者団体に加入している人

は、必ずその団体を通じて、社会福祉協議会へ

申し込んでください。



軽自動車税・自動車税の納付は
納期限内に！
軽自動車税・自動車税の納付は
納期限内に！
軽自動車税の課税について…課税課（121-5531）

納税について…収税課（121-5537）

自動車税について…伊勢県税事務所（127-5127）

平成20年度の軽自動車税・自動車税の納期限

は、6月2日(月)です。納期限までに納付してくだ

さい。

なお、納期限内であればコンビニエンスストア

でも納付することができます。詳しくは、納税通

知書をご覧ください。

健康の日の啓発事業 お口と歯の健康健康の日の啓発事業 お口と歯の健康
健康課（127-2435、FAX21-0683）

歯は健康のバロメーターといわれ、歯が悪くなると、体のあちこちに支障が出てきます。

この機会に、お口と歯の健康について学び、健康的な生活を送りましょう。

とき・内容・持ち物 下表のとおり

と こ ろ 中央保健センター

定　　員 50人（先着順）

申し込み 5月15日(木)から、電話またはファクスで同課へ

スポーツ教室 みんなで学校へ集まろうスポーツ教室 みんなで学校へ集まろう
生涯学習・スポーツ課（122-7891）

子どもから大人まで、初心者でも、好きなときに、気軽に参加で

きるスポーツ教室です。

種目・とき・ところ 下表のとおり

参 加 費 1回につき100円（保険料を含む）

持 ち 物 運動できる服装、体育館用シューズ

※事前の申し込みは不要ですが、当日の参加者が多い場合は、参加できないことがあります。

※学校行事などの都合で開催日を変更したり、悪天候により中止となったりする場合があります。

※いずれも時間は、午後7時30分～9時です。

6月5日(木)
13：30～15：30

6月11日(水)
10：00～11：30

なし

歯ブラシ・
タオル・手鏡

講演「お口と歯の健康～歯周病予防～」
（講師：伊勢地区歯科医師会会員）

プラークコントロールに挑戦しよう
～ブラッシング指導と染め出し体験～

とき 内容 持ち物

１日目

２日目

種目（講師） ところ
とき

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回 12回

健康体操ソフトエアロビクス

スポーツインストラクター

中村美和さん（ ）
かんたんヨガ

スポーツインストラクター

棚橋聖子さん　ほか（ ）
健康体操レクダンス

南レクダンス協会

平沼美智子さん　ほか（ ）

城　田

中学校
5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7 7/14 7/28 8/4 8/11

5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 8/7

5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4 7/11 7/18 7/25 8/1 8/8 8/22

厚　生

小学校

倉田山

中学校

みえ文化芸術祭「第14回県民文化祭地域自主プログラム」

「大正琴フェスティバルin伊勢」の
出演者を募集

みえ文化芸術祭「第14回県民文化祭地域自主プログラム」

「大正琴フェスティバルin伊勢」の
出演者を募集
文化振興課（122-7885）
と　　き 12月14日(日)、午後1時～4時

と こ ろ 観光文化会館・大ホール

申し込み 6月25日(水)までに、電話またはファク

スで三重県大正琴協会事務局・藤田さ

ん（1・FAX津059-255-7439）へ

※出演者が多数となった場合は、開催時間を変更

することがあります。



パパとママの教室

イベント掲示板 〔 〕イベント掲示板

すこやか子育て教室
伊勢友の会・松月さん

（1・FAX23-2735）

とき／5月16日(金)・6月20日

(金)・7月18日(金)・9月19日

(金)・10月17日(金)、午前10時

～午後1時　ところ／伊勢友の

家（宇治浦田3丁目58-3） 対

象／0歳児～5歳児の保護者

内容／生活リズムや子育ての

話、調理実習など　参加費／1

回につき300円（別途材料費が

必要） 申し込み／各開催日の

前日までに、電話またはファク

スで同会へ

※託児できます。（軽食・保険

料を含み300円、要予約）

職長・安全衛生責任者
教育講習会
三重県建設労働組合伊勢支部

（123-5535）

とき／6月12日(木)・13日(金)、

午前9時～午後5時　ところ／

同支部・第2会館（一之木4丁

目644-3） 定員／50人（先着

順） 受講料／7,500円（教材

費を含む） 申し込み／印鑑・

受講料・顔写真（縦3.0cm×横

2.4cm）2枚を持参し、同支部へ

伊勢神宮奉納

飛騨古川きつね火まつり
伊勢神宮奉納「飛騨古川きつね火

まつり」実行委員会事務局

（121-2233）

とき／5月25日(日)、午前11時

～午後8時（雨天決行） とこ

ろ／宮川堤公園　内容／飛騨古

川の物産紹介、狐組
きつねぐみ

町まわり、

歓迎の宴（木遣り・太鼓）、き

つねの嫁入り物語「祝言
しゅうげん

」など

※午後1時から、きつねの嫁入

り行列（外宮～宮川堤公園）

を行います。

銭湯の元祖・伊勢与市翁
よいちおきな

顕彰

オリジナル自作風呂敷の
展示
伊勢与市翁顕彰実行委員会

（125-1126）

とき／6月15日(日)～30日(月)

［18日(水)を除く］、正午～翌日

午前0時30分　ところ／汐湯
し お ゆ

・

おかげ風呂舘旭湯（神久1丁目

1-16）

作品募集

6月10日(火)まで、自作風呂

敷（約70cm四方の生地に自由

にデザインしたもの）を募集し

ています。詳しくは、同委員会

へ問い合わせてください。

第9回佐々木正美先生講演会

「発達障害児の困りどこ
ろに どうつきあうか」
風の広場（129-0325）

とき／6月1日(日)、午前10時～

午後4時　ところ／観光文化会

館・4階大会議室　内容／発達

障がい児の支援のあり方につい

ての講演　受講料／2,000円　

※受講希望者は、5月31日(土)

までに、郵便局で、受講料を

振替口座（口座番号：00870-

0-124326、加入者名：佐々

木正美先生講演実行委員会）

へ送金してください。なお、

受領証を入場券としますの

で、当日持参してください。

クラシックギター倶楽部

「ろくげん」発表演奏会
ろくげん・河村さん

（128-4229）

とき／6月22日(日)、午後2時～

ところ／生涯学習センターいせ

トピア・多目的ホール　内容／

ギター協奏曲ニ長調・不良少

年・月の砂漠・浜辺の歌・赤と

んぼなどのギター演奏

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。

パパとママの教室
健康課（127-2435、FAX21-0683）

とき・対象・内容 右表のとおり

と こ ろ 中央保健センター

定　　員 30人程度（先着順）

持 ち 物 母子健康手帳

申し込み　5月15日(木)から、電話

またはファクスで同課へ

1日目

２日目

とき 対象 内容

6月7日(土)

10：00～12：00
初妊婦と夫

～2人で赤ちゃんを
迎えるために～

・沐浴
もくよく

実習
・妊婦模擬体験
・着替え体験

6月13日(金)

10：00～12：00
初妊婦

～これから始まる
子育てについて～

・保健師のお話
・絵本の読み聞かせ



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。

発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121－5515）

5月18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）

5月25日(日)

ごみゼロ一斉清掃
伊勢市駅前早朝清掃 7:00～

（集合場所：伊勢市駅前広場）

【問い合わせ】資源循環課（121-5543）

二見クリーンアップ大作戦 9:00～

（集合場所：各自治会が指定する場所）

【問い合わせ】社会福祉協議会二見支所（143-5551）

御薗町内一斉清掃 8:00～

（集合場所：各自治会が指定する場所）

【問い合わせ】御薗総合支所生活環境課（122-0241）

6月1日(日) 9:00～15:00

一日健康ウォーキング（高麗広コース）
（集合場所：宇治橋前）

〔保険料…10円〕

【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（122-7891）

6月1日(日)～7月8日(火)のうち

1・3・6・8の付く日と土曜日

高柳の夜店
（開催場所：伊勢高柳商店街）

【問い合わせ】商工労政課（121-5512）

伊勢高柳商店街振興組合（128-1101）

伊勢地域産業保健センターの無料相談5月19日(月)～25日(日)は

春の行政相談週間
5月19日(月)～25日(日)は

春の行政相談週間
広報広聴課（121-5515）

行政相談制度とは、国や県などの仕事について、

皆さんから苦情や要望を聞き、その解決を図る制

度です。

毎月、同課・二見総合支所・小俣総合支所を窓口

として、行政相談委員が皆さんの相談に応じます。

環境学習会

わたしたちのゴミ、どうなってんの part3
～ガラス類・陶磁器類の分別の威力はすばらしい！～

環境学習会

わたしたちのゴミ、どうなってんの part3
～ガラス類・陶磁器類の分別の威力はすばらしい！～
伊勢リサイクルプラザ（138-2800）

平成19年4月から、ガラス類・陶磁器類の分別

回収が始まりました。皆さんのご協力により、こ

の１年間で大きな成果が出ており、さらにごみゼ

ロ社会に近づきました。

この学習会では、清掃工場を見学した後、リサ

イクルについての説明を行い、皆さんの質問にお

答えします。

と　　き 5月31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653）

講　　師 中世古光義さん・山口正義さん（伊勢

広域環境組合職員）

伊勢地域産業保健センターの無料相談
健康課（127-2435）

伊勢地域産業保健センター（勢田町628-10、

126-1020）では、労働者50人未満の小規模事業

所を対象に、健康や長時間労働に関する無料相談

を行っています。ぜひ利用してください。

相 談 日 毎週木曜日、午後2時～5時（第5木曜

日・祝日を除く）

相談内容 ●健康相談…産業医が直接または電話

で相談を受けます
●個別訪問相談…産業医が事業所を訪

問し、健康診断結果に基づき、健康

管理に関する相談や指導を行います

※第4木曜日は、長時間労働に関する専門の相談

を行っています。

着物リフォーム教室着物リフォーム教室
伊勢リサイクルプラザ（138-2800）

と　　き 6月～10月の第2・第4月曜日、午前

10時～午後3時

と こ ろ　伊勢リサイクルプラザ（西豊浜町653）

定　　員 10人（先着順）

参 加 費　月額300円

持 ち 物 裁縫道具、ポータブルミシン

申し込み 電話で同プラザへ

※以前に参加したことがある人は、今回は申し込

むことができません。


