
健康づくりアドバイザー養成講座伊勢市地産地消の店認定式伊勢市地産地消の店認定式
農林課（122-0370）

消費者・生産者・農林

水産物の流通業者・認定

対象業種の代表者で組織

する「伊勢市地産地消の

店認定委員会」では、地

産地消を推進するため、

市内産の農林水産物を食

材として扱う店を「伊勢

市地産地消の店」として

認定することとしていま

す。

このたび、飲食店や直売所など17店を認定す

ることとなりましたので、次のとおり認定式を開

催します。

と　　き 6月22日(日)、午前9時30分～正午

と こ ろ 伊勢銀座新道商店街内・いせ産直市場前

内　　容 認定証の交付、認定店有志による認

定商品紹介コーナー、もちつき・も

ちの振る舞いなど

健康づくりアドバイザー養成講座
健康課（127-2435、FAX21-0683）

自分と家族の健康管理や、地域の健康づくり活

動について考え、楽しく実践するこつを学びます。

講座終了後は「健康づくりアドバイザー」として、

保健師と一緒に健康づくり活動を実践しましょう。

と　　き 7月1日(火)・10日(木)・8月7日(木)・

28日(木)・9月5日(金)・19日(金)、

午後1時30分～3時30分（8月28日は

午前10時～）

と こ ろ 中央保健センター

対　　象 市内在住で全日程に参加できる人

内　　容 市内の健康に関する状況、生活習慣病

予防、歯周病予防、生活習慣病予防の

ための食生活や運動などについての講

演と実習

※講座終了後に修了証書を渡します。

定　　員 30人（先着順）

参 加 費 8月28日のみ300円（調理実習費）

申し込み 6月16日(月)から、電話またはファク

スで同課へ
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CO２削減／ライトダウンキャンペーン
を実施
CO２削減／ライトダウンキャンペーン
を実施
環境課（121-5540）

6月21日(土)～7月7日(月)に、「ＣＯ2削減／ライ

トダウンキャンペーン」を実施します。

この取り組みは、地球温暖化防止のために環境

省が推進しているもので、ライトアップしている

施設や一般家庭を対象に、期間中の電気の消灯を

呼び掛ける取り組みです。

特に、6月21日(土)〔夏至の日〕と7月7日(月)

〔洞爺湖
と う や こ

サミット初日〕の午後8時～10時は、一

斉に消灯していただくよう呼び掛けています。

取り組みの趣旨をご理解いただき、皆さんのご

協力をお願いします。

御薗ラブリバーふれあい祭りの出店者を募集御薗ラブリバーふれあい祭りの出店者を募集
御薗総合支所地域振興課（122-0236）

8月2日(土)、午後2時30分～7時

宮川ラブリバー公園

①出店
で み せ

：20区画（先着順）

②フリーマーケット：50区画（先着順）

①1区画（3.6ｍ×5.4ｍ）につき5,000円

②1区画（駐車スペースを含み2ｍ×7ｍ）

につき500円

6月16日(月)から、直接同課へ

※衛生上問題が生じるものや酒類の販売はできま

せん。

※雨天により、祭りの開催場所が変更した場合は、

出店・フリーマーケットとも中止となります。

開催日時

開催場所

募 集 数

出 店 料

申し込み



夏休み親子リサイクル教室夏休み親子リサイクル教室
とき・教室・持ち物 下表のとおり

と こ ろ 同プラザ（西豊浜町653）

対　　象 市内・明和町・玉城町・度会町に在住し

ている小学生以下の子どもとその保護者

（④は大人のみ）

※時間について、④は午前10時～午後3時、そのほかは午前10時～正午です。

定　　員 各10組（先着順）

受 講 料 ④のみ200円、そのほかは無料

申し込み 各教室の開催日の1週間前までに、電

話で同プラザへ

狩猟免許試験狩猟免許試験
伊勢農林水産商工環境事務所森林保全課（127-5183）

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、原則として捕獲が禁止されていま

すが、狩猟免許を持っているなど一定の要件を満たす場合は、捕獲許可または狩猟登録を受け、野生鳥

獣を捕獲することができます。

県では、次のとおり、狩猟免許の試験を行います。

免許の種類 網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許、第2種銃猟免許

とき・ところ・申し込み期限 下表のとおり

※申し込みには、狩猟免許申請書・受験票・医師の診断書・住民票抄本・

受験手数料などが必要です。詳しくは、同課へ問い合わせてください。

※時間は、いずれも午前9時30分～午後5時です。

「男の料理教室」の参加者を募集「男の料理教室」の参加者を募集
市民参画交流課（121-5513）
と　　き 6月28日(土)、午前9時30分～正午

と こ ろ ハートプラザみその・栄養指導室

対　　象 市内に在住または通勤・通学している

男性

内　　容 簡単な料理を作り、料理を作ることの

楽しさや面白さを体験します

定　　員 20人（先着順）

参 加 費 無料

持 ち 物 エプロン、三角巾

申し込み 6月16日(月)～26日(木)に、電話で同

課へ

テレビの工事代金詐欺にご注意！テレビの工事代金詐欺にご注意！
商工労政課（121-5512）

三重県消費生活センター（1津 059-228-2212）
現在のアナログテレビ放送が、2011年７月か

ら地上デジタルテレビ放送へ移行することに便

乗し、家庭用電気器具の大手販売店を名乗り、

必要のない工事を行って代金をだまし取る詐欺

が発生しています。

通常、販売店の人が、依頼していない工事な

どを持ち掛けることはありません。

このような場合は十分に注意し、安易に契約

をせず、販売店などに確認してから工事を依頼

するようにしましょう。

7月26日(土)

7月27日(日)

8月 2日(土)

8月 9日(土)

8月10日(日)

8月23日(土)

夏休み自由研究のアドバイス

ＥＭの有効な活用方法（米のとぎ汁発酵
液、EMぼかし〔堆肥〕など）

紙すき（はがき作り）、廃油せっけん
作り

鍋帽子作り

紙すき（はがき作り）、廃油せっけん
作り

サンドブラスト（ガラス製品に研磨剤を
吹き付けて模様を表します）

筆記用具

なし

食用油の廃油（1リットルの牛乳パック
に3分の1程度）

裁縫道具、ミシン、ウールまたはキルト
の生地、受講料200円（綿代）

食用油の廃油（1リットルの牛乳パック
に3分の1程度）

ガラス製のコップ、空きびん

とき 教室 持ち物

①

②

③

④

⑤

⑥

7月 2日(水)

8月 3日(日)

8月24日(日)

三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234）

吉田山会館（津市栄町1丁目891）

吉田山会館

6月25日(水)

7月28日(月)

8月18日(月)

とき ところ 申し込み期限

伊勢リサイクルプラザ（138-2800）



イベント掲示板 〔 〕イベント掲示板

建労まつり
三重県建設労働組合伊勢支部

（123-5535）

とき／6月29日(日)、午前9時

30分～午後2時　ところ／同組

合同支部（一之木4丁目644-3）

内容／住まいの相談会、ミニハ

ウス上棟式（もちまき・菓子ま

き）、親子木工教室、耐震診断

方法・家具転倒防止金具取り付

け方法の展示、小学生が描いた

「わたしの住みたいお家」優秀

作品の展示、抽選会など

二見大祭しめなわ曳
二見大祭しめなわ曳実行委員会

（143-2363〔茶屋区事務所〕）

とき／7月14日(月)、午後6時～

ところ／ＪＲ二見浦駅～夫婦岩

表参道　内容／夫婦岩に張られ

る大注連縄を奉曳車に載せて練

り歩く名勝二見浦の伝統行事

朗読へのお誘
さ そ

い
藤本さん（128-1811〔フレン

チレストランSHO
　ショウ

W〕）

とき／6月25日(水)、午後6時

30分～　ところ／フレンチレ

ストランＳＨＯＷ（河崎2丁目

27-36） 内容／藤本美保子さん

による「カーネーション」（作：

重松清）の朗読会 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

祥裕会作品展

「伊勢ことば」
祥裕会・飯田さん（123-3187）

とき／7月31日(木)まで、午前

9時30分～午後9時　ところ／

サニーロード（伊勢総合病院前）

内容／季節に沿った「伊勢こと

ば」を扇子に書いた書道作品の

展示

野口みずきさん
応援イベント
伊勢銀座新道商店街振興組合

（128-5668）

とき／6 月22日(日)、午前10時

～午後3時　ところ／伊勢銀座

新道商店街・ふれあい広場付近

内容／応援旗へのメッセージ寄

せ書き、千羽鶴折りなど

体験講座

音訳をしてみよう
伊勢市ひばり朗読奉仕会・

中北さん（122-2600）

とき／7月9日(水)～11日(金)、

午前10時～正午　ところ／福

祉健康センター　対象／全日程

に参加できる人　内容／講座

「音訳ってなあに？」、実技

「おなかから声を出してみよう」

「作品をテープに吹き込んでみ

よう」など　定員／10人（先

着順） 申し込み／6月15日(日)

～30日(月)に、電話で同会へ

山商生による

高齢者ワープロ入門講座
宇治山田商業高等学校

（122-1101）

とき／7月11日(金)・午後1時30

分～3時30分、12日(土)・午前9

時30分～11時30分　ところ／生

涯学習センターいせトピア・パ

ソコン室　対象／65歳以上の人

定員／20人（申し込み多数の

場合は抽選） 受講料／900円

（教材費） 申し込み／6月25日

(水)までに、往復はがきに住

所・氏名・ふりがな・年齢・電

話番号を記入し、同校「山商生

による高齢者ワープロ入門講

座」係（〒516-0018 黒瀬町

1193）へ

ウォーキング大会
伊勢ウォーキング協会

（1090-7690-4333）

集合時間／7月13日(日)、午前

9時30分　集合場所／近鉄五十

鈴川駅　コース／近鉄五十鈴川

駅～月読宮～倉田山周辺～近鉄

五十鈴川駅（約6km） 参加

費／300円（協会会員は無料）

カラオケ発表会
東
ひがし

さん（124-8362）

とき／6月29日(日)、午前10時～

ところ／生涯学習センターいせ

トピア　内容／ゲスト歌手（東

一良さん・鳳城
ほうじょう

朋美さん）と一

般出場者によるカラオケの発表

ひもろぎの里
ユースキャンプ
(社)日本青伸会

（1・FAX東京 03-3261-8565）
とき／①7月26日(土)～29日(火)、

②7月30日(水)～8月2日(土)、

③7月31日(木)～8月2日(土)、

④7月26日(土)～8月2日(土)

ところ／ひもろぎの里（勢田町

88） 対象／①②小学4年生～

中学3年生、③小学1年生～4

年生、④小学1年生～中学3年

生　内容／自然観察、絵画・写

真教室、ペットボトルロケット

制作、キャンプファイアー、飯

ごう炊飯など　定員／各15人

参加費／①②10 ,000円、③

8,000円、④14,000円　申し

込み／住所・氏名・電話番

号・希望する日程を記入し、

郵送またはファクスで同会

（〒101-0065 東京都千代田区

西神田2-3-2-202）へ

※ホームページ（http://www.

seishinkai.jp）からも申し込

むことができます。

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。

しょうゆう



イベントカレンダー 〔 〕
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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）

7月8日(火)までの

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）

7月1日(火) 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）

7月6日(日) 8:00～9:00

勢田川「七夕大そうじ」
集合場所：県伊勢庁舎、東邦ガス駐車場（船

江2丁目）、一色公園など

【問い合わせ】環境課（121-5542）

7月19日(土) 19:30～21:15

伊勢神宮奉納全国花火大会
（開催場所：宮川河畔・度会橋上流）

【問い合わせ】観光事業課（121-5566）

高齢者の就職・就業のための技能講習視覚障害者用日常生活用具の
使い方教室を開催
視覚障害者用日常生活用具の
使い方教室を開催
三重県視覚障害者支援センター（1津 059-228-3463）

と　　き 7月10日(木)、午前10時～午後3時

と こ ろ 福祉健康センター・娯楽室

対　　象 視覚障がいの障害者手帳を持っている

人、またはその関係者（家族・施設職

員・ヘルパーなど）

定　　員 20人程度（先着順）

参 加 費 無料

申し込み ７月８日(火)までに、電話・ファクス・

Eメールで同センター（FAX津 059-228-

8425、アドレスmieten@zc.ztv.ne.jp）へ

三重県障害者スポーツ指導者
養成研修会（初級）
三重県障害者スポーツ指導者
養成研修会（初級）
三重県身体障害者総合福祉センター
（1津 059-231-0155）
と　　き 7月12日(土)・13日(日)・20日(日)・

21日(祝)

と こ ろ 同センター（津市一身田大古曽670-2）

対　　象 県内に在住または通勤・通学している

18歳以上の人で、全日程に参加できる人

内　　容 障がい者のスポーツ指導と活動支援を

行う人材の養成研修（講義・実技）

定　　員 60人（先着順）

受 講 料 1,500円（教材費）

申し込み 6月30日(月)までに、申込書を同セン

ターへ

高齢者の就職・就業のための技能講習
(社)伊勢市シルバー人材センター（123-6915）

(社)三重県シルバー人材センター連合会

（1津 059-221-6161）

と　　き 8月21日(木)～29日(金)

と こ ろ 伊勢商工会議所

対　　象 60歳代前半程度の人

内　　容 年金など社会保険や労働保険の制度

を学び、事務能力の向上を図る講習

定　　員 25人（先着順）

受 講 料 無料

申し込み 6月20日(金)～8月14日(木)に、電話で

上記連絡先のいずれかへ

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）

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

これと同等以上の人、②③15歳以上

の人

学習方法　自宅のテレビ（ＣＳデジタル放送また

はケーブルテレビ放送）で授業を視聴、

または同センターのビデオテープなど

を利用

申し込み期間 6月15日(日)～8月31日(日)

※入学試験はありません。


