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観光文化会館（128-5105）
と　　き 7月11日(土)、午後6時～
と こ ろ 観光文化会館
入 場 料 6,800円（全席指定席）
※入場券は、3月7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。

冬季特別企画展

第七代奉行 花房志摩守とこの地

冬季特別企画展

第七代奉行 花房志摩守
はな ふ さ し ま の か み

とこの地
山田奉行所記念館（136-8833）
二見地区の神宮領復帰に格段の努力をした花房

志摩守について、展示物を通して、その業績と人
物像を明らかにします。
と　　き 2月11日(祝)～3月30日(月)、午前9時

～午後4時（火曜日を除く）
と こ ろ 山田奉行所記念館
内　　容 箕獅子

み じ し

（獅子頭）、箕獅子舞に関する
パネル、花房志摩守の業績や人物を紹
介するパネルなどの展示

国際理解講座

国際社会における日本の現状
国際理解講座

国際社会における日本の現状
市民参画交流課内・伊勢市国際交流協会事務局

（121-5549）
と　　き 3月8日(日)、午後1時30分～4時
と こ ろ 伊勢商工会議所・４階中ホール
内　　容 講演「国際社会における日本の現状」

アーナンダ・クマーラさん（スリラン
カ出身、鈴鹿国際大学国際人間科学部
学部長）

定　　員 60人（先着順）
参 加 費 無料
申し込み 2月16日(月)から、電話・ファクス・

Ｅメールで同事務局（FAX21-5578、
アドレスkouryu@city.ise.mie.jp）へ

離乳食教室（後期～完了期）離乳食教室（後期～完了期）
健康課（127-2435、FAX21-0683）
と　　き 3月12日(木)、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7カ月～11カ月）

の保護者
内 容 離乳食（後期～完了期）のお話と試食
定 員 30人（先着順）
申し込み 2月16日(月)から、電話またはファク

スで同課へ

電子証明書の発行を一時停止電子証明書の発行を一時停止
戸籍住民課（121-5547）
ｅ-Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）な

どで使用できる電子証明書は、システム更新のた
め、次の日時は発行できません。ご了承ください。
と　　き 2月27日(金)、午後1時～5時15分

健康の日における啓発事業

はじめよう！メタボ予防の食生活
健康の日における啓発事業

はじめよう！メタボ予防の食生活
健康課（127-2435、FAX21-0683）
自分に合った食事量やメタボ予防レシピの紹介

など、栄養士からメタボリックシンドローム予防
の食生活のこつを学びましょう。
と　　き 3月11日(水)、午後1時30分～3時30分
と こ ろ ハートプラザみその
対　　象 市内在住の人
内　　容 メタボ予防の食生活のこつ、メタボ予

防レシピの紹介
定　　員 40人（先着順）
申し込み 電話またはファクスで同課へ

イ ー タ ッ ク ス



就職セミナー（合同企業説明会）就職セミナー（合同企業説明会）
伊勢商工会議所（125-5151）
商工労政課（121-5568）
と　　き 3月7日(土)、午後1時～4時
と こ ろ 伊勢商工会議所
対　　象 平成22年3月に大学などを卒業見込み

の人、または34歳程度までの若年未
就職者

内　　容 約20社（予定）による合同企業説明会
※事前の申し込みは不要です。

獣害対策講演会獣害対策講演会
農林課内・伊勢市鳥獣被害防止対策協議会
（122-0370）
と　　き 2月25日(水)、午後7時～9時
と こ ろ ハートプラザみその・多目的ホール
内　　容 講演「敵（野生動物）を知って田畑を

守る」江口祐輔さん（近畿中国四国農
業研究センター主任研究員）

参 加 費 無料

お詫びと訂正
生涯学習・スポーツ課（122-7886）
「広報いせ」2月号・5ページに掲載しました

「美
うま

し国三重市町対抗駅伝」の記事、および同時
配布したチラシに誤りがありましたので、お詫び
して訂正します。
9区スタート地点（第8中継所）
誤 ⑨アイフルホーム伊勢店前
正 ⑨マクドナルド玉城店東側

メタボ対策のヘルスメイト料理講習会メタボ対策のヘルスメイト料理講習会
健康課（127-2435、FAX21-0683）
メタボリックシンドロームを解消するための食

生活のこつやレシピをやさしく教えます。

と　　き 2月19日(木)、午前9時30分～午後1時
と こ ろ 小俣保健センター
対　　象 健診などで減量するように指摘された

人またはその家族
定　　員 20人（先着順）
参 加 費 300円（調理実習費、当日持参）
持 ち 物 エプロン、三角巾、米1/2カップ

申し込み 電話またはファクスで同課へ

中途視覚障がい者生活訓練中途視覚障がい者生活訓練
三重県視覚障害者支援センター（1津059-228-3463）
と　　き 3月9日(月)～11日(水)〔2泊3日〕

と こ ろ 三重県視覚障害者支援センター

（津市桜橋2丁目131）

対　　象 病気・事故などで視覚障がい者となっ

た人

内　　容 日常生活に必要な歩行訓練、点字・パ

ソコン体験、日常生活用具などの紹介、

ロービジョン(弱視)相談など

申し込み 2月26日(木)までに、申込書（市障が

い福祉課にあります）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

※宿泊費（シングルルーム10,000円、ツインル

ーム8,000円［いずれも2泊分］）および食費

（実費）の負担が必要です。

※申し込み多数の場合は、受講できない場合があ

ります。受講の可否は、3月上旬に電話でお知ら

せします。

学校の運動場・体育館の利用学校の運動場・体育館の利用
生涯学習・スポーツ課（122-7891）
市では、市立の小・中学校の体育施設（運動場

や体育館など）を開放し、団体が利用できるよう
にしています。施設の利用を希望する団体は、事
前に登録する必要がありますので、申請をしてく
ださい。
申請期間 3月1日(日)～15日(日)（各施設の休業

日を除く）
申 請 先 旧伊勢市の学校…各学校

二見町の学校…二見公民館
小俣町の学校…小俣総合体育館
御薗町の学校…御薗B&G海洋センター

※学校行事や市の行事が行われるときは利用できま
せん。また、複数の団体が同じ日時に利用を希望
した場合、学校区内にある団体を優先します。

心と体のリフレッシュ講座心と体のリフレッシュ講座
市民参画交流課（121-5513）
落語で大いに笑い、ストレッチ体操で体を動か

し、心と体のリフレッシュをしませんか。
と　　き 3月15日(日)、午後1時30分～3時30分
と こ ろ ハートプラザみその・教養娯楽室
内　　容 男女共同参画の話を取り入れた落語

（切磋亭琢磨
せ っ さ て い た く ま

さん）、姿勢・バランス改
善ストレッチ体操（辻出美香さん）

定　　員 30人（先着順）
参 加 費 無料
申し込み 2月16日(月)から、

電話で同課へ
※動きやすい服装でお越し
ください。



参 加 費 無料
申し込み 3月6日(金)〔当日消印有効〕までに、

往復はがきの往信用裏面に住所・氏
名・ふりがな・年齢・電話番号・事業
所名または学校名とその所在地（通
勤・通学している人のみ）・参加希望
日時を、返信用表面に郵便番号・住
所・氏名を記入し、同課（〒516-
8601 岩渕1丁目7-29）へ

※1枚につき2人まで応募できます。
※応募は、1人につき1枚に限ります。
※参加の可否は、3月中旬に通知します。

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。

新聞コンクール作品展・
ウルトラ税金クイズ
(社)伊勢法人会（128-5665）
新聞コンクール作品展

とき／2月26日(木)～3月1日

(日)、午前10時～午後10時

（最終日は午後5時まで） と

ころ／イオンララパークショッ

ピングセンター　内容／税金を

テーマにした個人新聞の展示

※3月1日(日)・午後3時から、

表彰式を行います。

ウルトラ税金クイズ

とき／3月1日(日) ところ／イ

オンララパークショッピングセ

ンター　対象／小学生　内容／

問題用紙（展示新聞から出題）

に解答を書いて応募し、正解者

の中から抽選で景品が当たりま

す（抽選会は午後2時30分から、

会場にいる人のみ対象）

一色能
一色町能楽保存会・吉川さん

（125-6526）
とき／3月15日(日)、午前11時～　

ところ／一色町公民館　内容／

一色の翁舞
おきなまい

、能「忠度
ただの り

」「猩々
しょうじょう

」、

狂言「膏薬煉
こう や く ね り

」、舞囃子
ま い ば や し

、仕舞
し ま い

、

連吟など計37番の披露

小学校入学お祝い会・
パソコン教室
伊勢市母子寡婦

か ふ

福祉会・

小森さん（124-6216）
小学校入学お祝い会

とき／3月29日(日)、午前10時

～11時30分　ところ／ハート

プラザみその・多目的ホール

対象／市内在住で、4月に小学

校に入学する子どもがいる一人

親家庭（確認のため、続柄が記

載された住民票が必要） 内

容／ボランティアによるレクリ

エーション、文具セットなどの

プレゼント　申し込み／3月6

日(金)までに、電話で同会へ

パソコン教室（エクセル編）

とき／3月7日(土)・8日(日)・

14日(土)、午後1時～4時　と

ころ／生涯学習センターいせト

ピア・パソコン室　対象／全日

程に参加できる母子寡婦家庭の

母　定員／ 2 0人（先着順）

受講料／1 ,000円（教材費）

申し込み／2月27日(金)までに、

電話で同会へ

ぼくら わたしらの
音楽発表会
明照浄済会（128-2678）
とき／3月8日(日)、午後1時30

分～　ところ／生涯学習センタ

ーいせトピア・多目的ホール

内容／子どもたちによるフルー

ト・ギター・キーボードの演奏

と歌、ツカモト・シスターズ

（サクソホングループ）による

演奏

セント・パトリックスデー・
パレード伊勢
ＩＮＪ三重支部・河口さん

（127-3222）
とき／3月7日(土)、正午～午後

4時　ところ／外宮～外宮参道

～新道商店街～高柳商店街　内

容／アイルランドのシンボルカ

ラー「緑」を身に着けてパレー

ドします

※午後2時から、高柳商店街で、

オイスターフェスティバルを

開催し、焼きガキの振る舞い

などを行います。

勢田川舟参宮再現ツアー勢田川舟参宮再現ツアー

と　　き 3月21日(土)・22日(日)

午前の部：午前9時30分～正午

午後の部：午後1時～3時30分

（全4回）〔荒天の場合は中止〕
集合場所 宇治山田港旅客ターミナル
対　　象 市内に在住または通勤・通学している

人（小学生以下は保護者同伴）
行　　程 宇治山田港旅客ターミナル～神社港

（みなとまち資料館見学）～二軒茶屋
（お茶と菓子で休憩）～河崎（伊勢河
崎商人館と町並み散策）～宇治山田港
旅客ターミナル

定　　員 各20人（申し込み多数の場合は抽選）

交通政策課（121-5593）

木造船「みずき」に乗って、川から伊勢の風景を楽しんでいただく「勢田川

舟参宮再現ツアー」を、次のとおり開催します。
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5月31日(日)まで　9:00～16:30
（月曜日を除く〔5月4日(祝)は開館し7日(木)が休館〕）
尾崎咢堂記念館特別企画展 咢堂をめぐる50人
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：尾崎咢堂記念館（122-3198）

2月21日(土) 18:00～
観光文化会館自主事業
森山良子コンサートツアー2008～2009
開催場所：観光文化会館
入場料：Ｓ席6,500円、Ａ席5,500円
問い合わせ：観光文化会館（128-5105）

2月28日(土)～4月5日(日) 9:00～16:30
（月曜日を除く）
郷土資料館特別展 二見・安養寺跡と西行
開催場所：郷土資料館
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）

3月1日(日) 19:30～21:00
一日健康ウォーキング（勢田町コース）
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）

3月14日(土) 18:00～
観光文化会館自主事業
寺井尚子スーパーライブ2009
開催場所：観光文化会館
入場料：4,500円
問い合わせ：観光文化会館（128-5105）

平成21年度 身体障害者デイサービスの参加者を募集平成21年度 身体障害者デイサービスの参加者を募集
社会福祉協議会伊勢支所（127-2425、FAX27-2412）
教室名・とき 下表のとおり
と こ ろ 福祉健康センター
対　　象 身体障害者手帳と障害福祉サービス受

給者証（地域活動支援センター決定分）
を持っている人

受 講 料 1回につき125円（別途教材費が必要）
申し込み 同協議会同支所へ

※所得によっては、受講料が無料となる場合があ
ります。
※障害福祉サービス受給者証（地域活動支援セン
ター決定分）を持っていない人は、障がい福祉
課（121-5558、FAX21-5555）で交付を受け
てください。なお、受給者証の申請方法につい
ては、障がい福祉課へ問い合わせてください。

　カローリング 
　生け花 
　かんたん料理 
　ちぎり絵 
　手 芸 
　絵手紙 
　かんたんお菓子作り 
　 
　 
　パソコン（肢体不自由者） 
　 
　 
　パソコン（聴覚障がい者） 
　パソコン（視覚障がい者） 
　やさしい保健体操 

　奇数月の第4木曜日 
　第3火曜日 
　偶数月の第2水曜日 
　第2土曜日 
　第1・3金曜日 
　第2木曜日 
　第3火曜日 
　第1・3火曜日 
　第2・4火曜日 
　第1・3金曜日 
　第2・4金曜日 
　第1・3水曜日 
　第1・3土曜日 
　第1・3木曜日 
　第2・4水曜日 

　13:00～15:00 
　10:00～12:00 
　10:00～12:00 
　10:00～12:00 
　10:00～12:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00 
　10:00～12:00 
　13:00～15:00 
　13:00～15:00

初心者対象 

備考 とき 教室名 

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。

※参加希望者が5人以下の教室は、開催しない場合があります。
※講師の都合などにより、日程を変更することがあります。


