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観光文化会館（128-5105）

と　　き 5月30日(土)、午後6時30分～

（開場は午後6時）

と こ ろ 観光文化会館

出 演 者 假屋崎省吾さん（華道家）、西井葉子さん

（ピアニスト）

入 場 料 2,000円（全席指定席）

※入場券は、3月21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・喫茶花音（松阪市民文化会館内）・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。

健康課（127-2435、FAX21-0683）

暖かな春の日差しの下、みん

なで楽しく歩いて、日ごろの運

動不足を解消しませんか。

と　　き 4月11日(土)、午前9時30分～正午

集合場所 中央保健センター

対　　象 市内在住の人

内　　容 講習「ウォーキングの効果と歩き方」・

ウォーキング（外宮周辺〔雨天の場合

は中央保健センター〕）

講　　師 小木曽一之さん（皇學館大学准教授）

定　　員 50人（先着順）

持 ち 物 運動ができる服装・

靴、歩数計（持って

いる人）、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

假屋崎省吾 花と音楽の華麗なる世界

市民参画交流課（121-5513）

応募資格 市内に在住または通勤・通学している人

活動内容 取材および編集会議（毎月2回～3回）

を開催し、情報紙（年2回）を発行します

任　　期 ４月～平成22年３月31日

申し込み ３月11日(水)～24日(火)〔当日消印有

効〕に、住所・氏名・年齢・性別・電

話番号を、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、FAX21-5578、アドレ

スkouryu@city.ise.mie.jp）へ

男女共同参画情報紙「れいんぼう」
ボランティア編集スタッフを募集

健康の日の啓発事業

ウォーキング大会

男女共同参画れいんぼう伊勢
ボランティアスタッフを募集
市民参画交流課（121-5513）

応募資格 市内に在住または通勤・通学している人

活動内容 市民の皆さんと市が協働して行う男女

共同参画に関するイベントなどの企

画・運営

任　　期 ４月～平成22年３月31日

申し込み ３月11日(水)～24日(火)〔当日消印有

効〕に、住所・氏名・年齢・性別・電

話番号を、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、FAX21-5578、アドレ

スkouryu@city.ise.mie.jp）へ

男女共同参画れいんぼう伊勢
ボランティアスタッフを募集

健康の日の啓発事業

ウォーキング大会



職業能力開発校の訓練生を募集
伊勢建設高等職業能力開発校（122-5535）

同校では、職業能力開発促進法に基づく県知事

の認定を受け、建築大工を目指す人への職業訓練

を実施しています。

科　　目 木造建築科

と　　き 毎週水曜日

午前8時45分～午後5時15分

期　　間 4月～平成24年3月（3年間）

内　　容 建築に必要な学科教習・実技訓練

申し込み 3月23日(月)までに同校へ

※訓練を修了して技能試験に合格すると、技能士

補の資格が取得できます。

職業能力開発校の訓練生を募集 離乳食教室（初期～中期）
健康課（127-2435、FAX21-0683）

子どもの離乳食を安心して進

められるよう、簡単でおいしい

離乳食づくりについて、栄養士

が紹介します。

と　　き 4月3日(金)、午前10時30分～正午

と こ ろ 中央保健センター

対　　象 市内在住の乳児（生後6カ月まで）の

保護者

内　　容 離乳食（初期～中期）のお話と試食

定　　員 30人（先着順）

申し込み 3月16日(月)から、電話またはファク

スで同課へ

離乳食教室（初期～中期）

交通事故に関する無料相談
(社)日本損害保険協会・四日市自動車保険請求相

談センター（1四日市059-353-5946）

●電話相談（面談も可）

月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前9時～正午、午後1時～5時

●弁護士相談（要予約、要面談）

木曜日（祝日を除く）、午後1時～4時

交通事故に関する無料相談

法的トラブルで困ったときは「法テラス」へ
法テラス三重（1050-3383-5470）

法テラス（日本司法支援セ

ンター）では、借金や家庭、

暴力の問題など、法的トラブ

ルを解決するための支援業務

を行っています。

困っていることがあれば、

気軽に相談してください。

業務内容
●法的トラブルで困っている人に対する相談窓

口や法制度の紹介
●経済的に余裕のない人に対する無料法律相談

や裁判費用の立て替え　　　　　　　 など

相談窓口

◇法テラス三重

所在地 津市丸之内34-5 津中央ビル6階

受け付け時間 午前9時～午後5時

（土曜日・日曜日・祝日を除く）

◇法テラスコールセンター

電話番号 0570-078374

受け付け時間

・月曜日～金曜日…午前9時～午後9時

・土曜日…午前9時～午後5時

法的トラブルで困ったときは「法テラス」へ

自動車事故による被害者への援護
独立行政法人自動車事故対策機構三重支所

（1四日市059-350-5188）

交通遺児などの育成資金の無利子貸し付け

対　　象 自動車事故により保護者が死亡、また

は保護者に重度の後遺障がいが残った

中学生以下の子ども

貸し付け金額（子ども1人につき）

・一時金：155,000円

・月額：20,000円

・入学支度金（小・中学校入学時）：44,000円

返済期間 20年以内

返済方法 月割りなどによる均等払い

介護料の支給

対　　象 自動車事故により頭部・脊髄・胸腹部臓

器に損傷を受け、後遺障がいの程度が

次のいずれかに該当または相当する人

①自動車損害賠償責任保険（共済）の

後遺障害等級第1級1号・2号で、

常時要介護の人

②自動車損害賠償責任保険（共済）の

後遺障害等級第2級1号・2号で、

随時要介護の人

支 給 額 ①月額58,570円～136,880円

②月額29,290円～54,000円

※平成14年3月31日以前に事故に遭った人は、対

象となる等級が異なります。

重度後遺障がい者のための専門病院

自動車事故による脳の損傷によって重度の後遺

障がいが残り、治療と常時介護が必要な人に対し、

社会復帰を目指しながら適切な治療と看護を行う

専門病院を運営しています。

全国で4カ所あり、中部地方では岐阜県美濃加

茂市に「中部療護センター」があります。

自動車事故による被害者への援護

お な や み な し

あ

せきずい



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。

二見浦わいわい元気塾さくらま

つり実行委員会

（142-1111〔二見総合支所〕）
とき／3月28日(土)～4月5日

(日) ところ／賓日館　内容／

音無山の桜の開花時期に合わせ、

土曜日・日曜日を中心に、さま

ざまな催し物（講演会・音無山

ウォークなど）が行われます

※3月28日(土)、午前9時30分

から、賓日館でオープニング

イベントを行います。

春まつり
(社)伊勢市観光協会（128-3705）

と　　き 4月1日(水)～10日(金)

と こ ろ 宮川堤公園

内　　容 桜並木のライトアップ

※4月4日(土)には、市民参加型のイ

ベント「桜祭り」が開催されます。

春まつり

二見浦さくらまつり

山根さん（128-3793）
とき／3月24日(火)～29日(日)、

午前9時～午後7時（28日(土)は

午後5時、29日(日)は午後4時

まで） ところ／伊勢図書館・

2階　内容／写真48点（夕景・

夜景など）および彫刻10点

（作：田村光寿さん〔伊勢志摩

木彫会会員〕）の展示

写真・彫刻展

フォトクラブ2000と
伊勢一刀彫 田村光寿

(社)三重県不動産鑑定士協会

（1津059-229-3671）
とき／4月3日(金)、午前9時30

分～正午・午後1時～3時30分

ところ／市役所本館・2階第1

会議室　内容／地価・地代・家

賃・土地利用に関する相談

不動産鑑定士による
無料相談会

伊勢志摩地域農業改良普及セン

ター（127-5173）
とき／3月20日(祝)、午前10時

～午後3時30分　ところ／イオ

ンララパークショッピングセン

ター　内容／切り花農家が生産

したバラ・トルコギキョウ・ガ

ーベラなどの展示と品評会

伊勢・度会切り花品評会

(財)伊勢神宮崇敬会

（122-0001）
とき／4月5日(日)、午前7時～

ところ／神宮相撲場（宇治中之

切町） 内容／稽古相撲と幕

下・十両・幕内力士の取組の

後、幕内力士によるトーナメン

ト戦（午後1時～）が行われま

す　入場料／大人3,800円（前

売り3,500円）、高校生・中学生

1,000円、小学生500円〔全席

自由席〕

※午前11時から、内宮神苑（雨

天の場合は参集殿）で、手数入

り（土俵入り）を披露します。

神宮奉納大相撲

正義流斎王教室・酒徳さん

（122-0288）
とき／4月5日(日)、午後1時～

3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／幼児・小学生による

剣詩舞・空手・太鼓・フラダン

ス・民謡・レクダンス・フォー

クダンスの披露

剣詩舞・ちびっこ大会

遊去さん（136-7536〔茶kura
茉莉店〕）

とき／3月29日(日)・4月26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

「褐色の肌のオルフェウス」

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

ギター・朗読コンサート

伊勢ギター友の会・西川さん

（1090-4868-7367）
とき／4月11日(土)、午後7時～

ところ／生涯学習センターいせ

トピア・3階研修室　内容／野

村芳生さんによるクラシックギ

ター演奏　入場料／大人1,500

円、小・中学生500円（同会会

員は無料）

※就学前の子どもは入場できま

せん。

野村芳生
ギターコンサート

藤本さん（128-1811〔フレン
チレストランSHOW〕）

とき／3月26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「さくら地蔵」（作：重松清）

定員／15人（先着順） 入場

料／2,940円（食事付き） 申し

込み／電話で同レストランへ

朗読へのお誘い

で ず

しんえん

ゆうきょ く ら

も う り

せ い ぎ
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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。

3月30日(月)まで　9:00～16:00
（火曜日を除く）
冬季特別企画展第七代奉行 花房志摩守とこの地
開催場所：山田奉行所記念館
問い合わせ：山田奉行所記念館（136-8833）

4月5日(日)まで　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）

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）

4月1日(水) 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）

もうすぐ桜の季節です
市内には、桜の見どころがたくさんあります。

春のうららかな陽気に誘われ、出掛けてみませ

んか。

宮川堤（中島1丁目）

江戸時代から桜の名所として知られ、県内有数

の桜の名所となっています。

約1キロメートルにわたり

約1,000本の桜が植えられ、

「日本のさくら名所100選」

にも選定されています。

観光企画課（121-5565）もうすぐ桜の季節です

音無山（二見町）

伊勢湾を一望できる展望台やつり橋、遊歩道な

どがあり、美しい景色を眺めながら桜並木の散策

を楽しむことができます。

山全体で約2,000本の

桜が咲きます。

五十鈴川堤（宇治中之切町）

五十鈴川の清らかな流れと緑美しい山々の景色

と一体となって、ソメイヨシノの並木があり、浦田

橋の下流では薄紅色のシダレザクラが楽しめます。

ぼんぼりの明かりに

照らされた夜桜を楽し

むこともできます。

横輪桜（横輪町）

5センチメートルにもなろうかという大きな花

びらで、白地にぼんやりとピンク色が混ざった色

合いが見事な桜です。全

国的にも珍しい種類です。

内宮神苑（宇治館町）

濃いピンク色が鮮やかな早咲きの名物桜・衣通

姫から咲き始めます。内宮入口付近は、ソメイヨ

シノが彩ります。

倉田山公園（神田久志本町）

野球場や駐車場の周囲に桜の花が咲き、静かに

花見を堪能したい人にはお薦めの場所です。

離宮院公園（小俣町本町）

シダレザクラ・ソメイヨシノなどの桜をはじ

め、多くの木々が並び、芝生広場が広がります。

カンヒザクラは3月上旬に開花し、濃いピンク

色の花を咲かせる珍しい桜です。

宮川ラブリバー公園（御薗町）

淡いピンク色の美しい花が咲きます。清流宮川

の眺めや公園内でのレジャーなど、さまざまな楽

しみ方ができます。

ひめ

そとおり

しんえん

あんようじ

はなふさしまのかみ


