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ホストファミリーを募集

第9回環境学習会

温暖化防止！ 私にもできます！
第9回環境学習会

温暖化防止！ 私にもできます！
伊勢リサイクルプラザ（138-2800）

家庭から排出される二酸化炭素の約30％が電

気の使用によるものです。家庭での省エネについ

て、一緒に考えてみませんか。

と　　き 8月30日(土)、午後1時30分～3時

と こ ろ 伊勢リサイクルプラザ

講　　師 瀬尾元昭さん〔中部電力(株)伊勢営業所〕

ホストファミリーを募集
市民参画交流課内・伊勢市国際交流協会事務局（121-5549）

IATSSフォーラム〔(財)国際交通安全学会の研修

機関〕では、将来、それぞれの国で、国づくりに貢

献できる優秀な若者を東南アジアから招き、研修を

行います。

その一環として、日本の文化・習慣などの理解を

深めるためのホームステイをしますので、研修生を

受け入れていただく家庭を募集します。

受け入れ日 9月27日(土)～28日(日)

募 集 数 18家庭

申し込み 8月11日(月)～29日(金)に、同事務局へ

※１家庭につき１人を受け入れていただきます。

※研修生の国籍は、カンボジア・インドネシア・

ラオス・マレーシア・ミャンマー・フィリピ

ン・シンガポール・タイ・ベトナムです。

※研修生は、英語を話すことができます。

食生活改善推進員養成講座

食から出発健康セミナー
食生活改善推進員養成講座

食から出発健康セミナー
健康課（127-2435、FAX21-0683）

健康づくりのための知識や、良い食生活のこつ

を地域に広める活動を行う食生活改善推進員（ヘ

ルスメイト）の養成講座を開催します。

と　　き 10月3日(金)・16日(木)・31日(金)・

11月20日(木)・12月5日(金)・19日(金)・

平成21年1月16日(金)・2月20日(金)、

午前10時～午後3時〔計8回〕

と こ ろ 中央保健センター

対　　象 市内在住の人

内　　容 良い食生活のこつ・献立の立て方・生

活習慣病予防についての講話、調理実

習（計5回）、運動実習など

※講座終了後に修了証書を交付します。

定　　員 30人（先着順）

参 加 費 3,000円（教材費・食材費〔5回分〕）

申し込み 電話またはファクスで同課へ

世界新体操選手権三重大会

１年前記念イベントを開催
世界新体操選手権組織委員会事務局（127-5153）

来年9月に開催される｢2009年第29回世界新体

操選手権三重大会｣に向けての機運を高めるため、

１年前記念イベントを開催します。

と　　き 9月6日(土)、午後1時30分～4時30分

（開場は午後1時）

と こ ろ 小俣総合体育館

内　　容 ●新体操の技やルールの解説、観戦の

ポイントなどを紹介する記念講演

（講師：山　浩子さん〔北京オリン

ピック強化委員会新体操強化本部

長〕）
●県内のジュニア選手による演技発表
●市民応援団結団式

定　　員 700人（申し込み多数の場合は抽選）

※抽選となった場合は、参加できない

人に結果を通知します。

申し込み 9月1日(月)までに、氏名・電話番号

（グループの場合は代表者の氏名・電

話番号・参加人数）を、電話・ファク

ス・Ｅメールで同事務局（FAX27-5280、

アドレスrgwc@rgwc2009mie.jp）へ
イア ッ ツ



スポーツ教室　みんなで学校へ集まろう

警察官・県職員(警察事務)を募集警察官・県職員(警察事務)を募集
三重県警察本部警務課

（1フリーダイヤル0120-333-247、1津059-222-0110）

試験区分・採用予定数 下表のとおり

採用予定日 平成21年4月1日

受け付け期間 8月29日(金)まで

※受験資格・試験日などは、同課へ問い合わせる

か、三重県のホームページ（http://www.pref.

mie.jp/）をご覧ください。

伊勢二見鳥羽ライン

回数券宅配サービス
伊勢二見鳥羽ライン

回数券宅配サービス
三重県道路公社伊勢事務所（127-5423）
伊勢二見鳥羽ラインの利用者の利便向上のた

め、回数券の宅配サービスをしています。

電話で注文していただくと、宅配便で回数券を

お届けします。なお、回数券の代金は代金引換で

支払ってください。（宅配料金および代金引換手

数料は同公社が負担します）

販売価格　・普通車100回券…16,300円

・大型車100回券…24,460円

・特大車100回券…48,920円

伊勢神宮奉納全国花火大会の受賞者伊勢神宮奉納全国花火大会の受賞者
観光事業課（121-5566）

7月19日(土)に開催さ

れた第56回伊勢神宮奉納

全国花火大会の受賞者

は、下表のとおりです。

（敬称略）

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・講師・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　運動ができる服装、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。（先着順）

※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。 

ところ 

城　田 

中学校 

厚　生 

小学校 

倉田山 

中学校 

種目 

健康体操 

（ソフトエアロビクス） 

かんたんヨガ
 

 

健康体操 

（フォークダンス） 

講師 

スポーツインストラクター 

中村美和さん 

スポーツインストラクター 

小薮めぐみさん　ほか 

伊勢フォークダンス協会 

西世古幸子さん　ほか 

とき 

8月18日～11月24日の毎週月曜日 

（9月15日・10月13日・11月3日を除く） 

8月21日～11月6日の毎週木曜日 

 

8月29日～11月14日の毎週金曜日 

順位 
優　勝 

準優勝
 

 
 

３　等 
 
 

佳　作 

順位 
優　勝 
準優勝 
３　等 

屋　　　号 
　(株)紅屋青木煙火店 
　(株)北日本花火興業 
　(有)伊那火工堀内煙火店 
　野村花火工業(株) 
　(株)山内煙火店 
　(有)片貝煙火工業 
　(有)菊屋小幡花火店 
　(有)高崎火工湯浅花火店 
　(株)山　煙火製造所 

屋　　　号 
　アルプス煙火工業(株) 
　(有)伊那火工堀内煙火店 
　(株)丸玉屋小勝煙火店 

放揚花火師 
青木　昭夫 
今野　正義 
那須野　大 
野村　陽一 
山内　　宏 
本田　正憲 
小幡　清英 
湯浅　　裕 
山　　芳男 

放揚花火師 
堀内　幸敏 
那須野　大 
小勝　一弘 

打上花火の部 

スターマインの部 

採用予定数 
30人　  
2人　  
2人　  
48人　  
2人　  
9人　  
4人　 

 
 

フィリピン語 
スペイン語 

 
 
 
 

 
男　　性 
 
 

男　　性 
女　　性 

 
 

語学 

 
 

警察官Ａ 
 

警察官Ｂ 
 

警察事務Ｂ 
警察事務Ｃ 

試験区分 

特定健康診査の実施医療機関を追加特定健康診査の実施医療機関を追加
医療保険課（121-5646）

次の医療機関が新たに追加されました。
●いせはまごうくらた内科（黒瀬町690-2、121-5252）
●松葉内科（本町5-13、128-7802）



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。

キッズシアター
「おやすみ、クマちゃん」
青春キネマ館＆キッズシアター
上映実行委員会・山口さん
（123-0839）
とき／8月16日(土)～21日(木)、
午前10時～11時25分・午前11
時40分～午後1時5分 とこ
ろ／伊勢進富座（曽祢2丁目）
内容／かわいいぬいぐるみを動
かして作るアニメの上映　入場
料／高校生以上1,400円（前売
り1 , 2 00円）、3歳～中学生
1,000円（前売り800円）、親子
ペア1,800円（子どもは3歳～
中学生、前売りのみ）
※8月18日(月)・午前10時～11
時25分は、障がい児とその
保護者のみを対象とします。
（要予約）
※土曜日・日曜日のみ、託児で
きます。（子ども1人につき
200円、要予約）

第30回定期演奏会
伊勢シンフォニックバンド・
村林さん（1090-8738-2214）
とき／9月14日(日)、午後1時
30分～4時　ところ／観光文化
会館・大ホール　内容／クラシ
ック（行進曲「威風堂々」第1
番など）の演奏、小俣中学校ブ
ラスバンド部との合同演奏、ポ
ップスの演奏　入場料／大人
800円（前売り600円）、高校
生以下700円（前売り500円）

大阪大学生による
無料法律相談
大阪大学法律相談部
（1080-6159-3486）
とき／8月24日(日)、午前10時
～午後2時30分　ところ／観光
文化会館　相談内容／金銭貸
借・相続・借地借家・交通事故
など民事一般（刑事事件、税金
問題、行政事件、調停・裁判し
ている問題、すでに弁護士が付
いている問題を除く）
※事前の申し込みはできません。

ギター・朗読コンサート
遊去さん
（136-7536〔茶kura茉莉店〕）
とき／9月14日(日)・10月12日
(日)、午後2時30分～　ところ／
茶kura茉莉店（馬瀬町） 内
容／ギター・朗読コンサート
「風はジブラルタルに向かって吹
く」 定員／各20人　入場料／
1,000円（中国茶付き） 申し込
み／電話で同店へ

公開講座
伊勢志摩リハビリテーション専
門学校（124-2540）
とき／8月29日(金)・30日(土)、
午前10時～午後3時　ところ／
伊勢志摩リハビリテーション専
門学校（御薗町高向） 内容／
教育講演（29日：いきいき健
康食生活、30日：メタボリッ
ク ここだけの話）、リハビリテ
ーション講座、体験コーナー
（膝伸展筋力・長座位体前屈・
加圧トレーニングなど） 定
員／各40人（先着順） 申し
込み／8月22日(金)までに、電
話・Ｅメールで同校（アドレス
iseshima@kyoeigakuen.ac.jp）へ

創立40周年記念教育講演会
暁の星幼稚園（122-0689）
とき／9月6日(土)、午前10時
～11時30分　ところ／小俣図
書館・2階ホール　内容／講演
「おーい父親も育児に参加しよ
う！！」汐見稔幸さん（白梅学
園大学学長、教育学者）

行政書士による無料相談会
三重県行政書士会伊勢支部
（143-2336）
とき／9月11日(木)・11月13日
(木)、午後1時30分～4時　とこ
ろ／市役所本館・2階第1会議室
相談内容／契約書・示談書の作
成、相続・遺言などの権利義務、
官公庁への許認可書類など　定
員／各5人（先着順） 申し込
み／事前に同支部へ

よさこいふたみ
よさこいふたみ実行委員会・藤原さん
（125-5161）
とき／9月6日(土)・午後5時～
8時、７日(日)・午前10時～午
後8時　ところ／ＪＲ二見浦駅
前ほか　内容／県内外のよさこ
い踊りチーム約30組による踊
りの披露、地元名産品のコーナ
ーなど

秋のばら剪定講習会
三重ばら会南勢支部・辻さん
（124-9271）
とき／8月24日(日)、午前10時～
ところ／神宮会館（宇治中之切
町） 内容／バラの剪定と芽接
ぎについての講習

守武祭俳句大会
俳祖守武翁顕彰会
（120-8251〔NPO法人五十鈴塾〕）
とき／9月15日(祝)、午後0時30
分～（参加受け付けは午前10時
30分～正午） ところ／内宮参
集殿

アイデア対決・全国高等専
門学校ロボットコンテスト
2008東海北陸地区大会
鳥羽商船高等専門学校
（1鳥羽0599-25-8404）
とき／10月12日(日)、午後1時～5
時（予定） ところ／県営総合競
技場体育館　内容／東海北陸地区
の高等専門学校10校によるロボッ
トコンテスト　定員／700人（申
し込み多数の場合は抽選） 申し
込み／8月31日(日)までに、往復は
がきに住所・氏名・ふりがな・電
話番号・観覧希望人数（3人以内）
および「ロボコン観覧希望」と記
入し、同校ロボコン係（〒517-
8501 鳥羽市池上1-1）へ

くら もうり

ゆうきょ

しおみとしゆき

せんてい

ひざしんてん ち ょ う ざ い た い ぜ ん く つ

もりたけおう



発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121-5515）

養殖研究所を一般公開養殖研究所を一般公開
独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所

（1南伊勢0599-66-1830）

と　　き 8月23日(土)、午前10時～午後3時

と こ ろ 養殖研究所玉城庁舎（玉城町昼田）

内　　容 研究者による講演、研究内容の紹介、

宮川の生き物と触れ合うタッチプール

（水槽）、海藻のしおり作りなど

民間の金融機関が一斉防災訓練民間の金融機関が一斉防災訓練
(社)津銀行協会（1津059-228-7772）

9月1日(月)の「防災の日」に、民間の金融機関

で「一斉防災訓練」が実施され、一時的に店舗の

シャッターが閉鎖されます。

これは、警戒宣言発令時には窓口業務が停止し、

一部の店舗内のATM（現金自動預け入れ払い機）

以外は稼動しないということを、皆さんに知って

いただくために実施するものです。

訓練実施時には、別の通用口が確保され、

ATMを含め、業務は平常どおり実施されます。

詳しくは、各金融機関へ問い合わせてください。

と　　き 9月1日(月)、午前10時30分～（5分間程度）

金融機関 銀行・信託銀行・信用金庫・信用組

合・農業協同組合・信用漁業協同組合

連合会など、すべての民間の金融機関

（郵便局・公的金融機関を除く）

8月は電気使用安全月間8月は電気使用安全月間
(財)中部電気保安協会伊勢事業所（125-0892）

夏は、汗をかきやすく、皮膚の露出部分が多く

なり、また、疲労により注意力が散漫になるため、

感電事故が多く発生する季節です。皆さんの家庭

でも安全点検をしてください。
●傷んだコードを使っていませんか
●洗濯機・電子レンジにアースを取り付けてあり

ますか
●1つのコンセントから、たくさんの電気を使っ

ていませんか

高齢者の就職・就業のための技能講習高齢者の就職・就業のための技能講習
(社)三重県シルバー人材センター連合会

（1津059-221-6161）

と　　き 9月25日(木)～10月3日(金)〔土曜日・

日曜日を除く〕

と こ ろ 御薗公民館、コマツ近畿三重支店（西

豊浜町）など

対　　象 60歳代前半程度の求職者

内　　容 造園業などへの雇用・就業を目的とする講

習（庭木の整枝・剪定、防虫・施肥など）

定　　員 25人（先着順）

受 講 料 無料

申し込み 9月11日(木)までに、電話で同会へ

※パワーショベルの特別教育を行うため、全講習

終了後に、3トン未満のパワーショベルを運転

できる証明書が交付されます。

イベントカレンダーイベントカレンダー
10月5日(日)まで　9:00～16:30

（月曜日〔祝日の場合は翌日〕を除く）

尾崎咢堂記念館特別企画展

「咢堂・反戦への思い」
（開催場所：尾崎咢堂記念館）

〔入館料…大人100円、小・中学生・高校生80円〕

【問い合わせ】文化振興課（122-7884）

8月16日(土) 9:00～20:00

17日(日) 9:30～17:00

非核・平和 第30回空襲展
（開催場所：ハートプラザみその）

【問い合わせ】人権政策課（121-5546）

8月23日(土) 13:00～21:30
（荒天の場合は24日(日)に延期）
おばたまつり
（開催場所：宮川親水公園）
※午後1時から、川渡しみこしが小俣町内を練り
歩きます。

【問い合わせ】小俣総合支所地域振興課（122-7858）

8月24日(日) 13:00～16:30
少年の主張三重県大会
（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・スポーツ課（122-7893）

9月1日(月) 19:30～21:00
一日健康ウォーキング（いせトピアコース）
（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）

〔 〕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。

せんてい

がくどう


