
豊浜地区コミュニティセンター 

小俣本町保健福祉会館 

御薗総合支所・2階2-4会議室 

市役所東庁舎・4階4-3会議室 

北浜地区コミュニティセンター 

沼木地区コミュニティセンター 

二見総合支所・3階第1会議室 

中央保健センター・健康増進室 

神社地区コミュニティセンター 

城田地区コミュニティセンター 

宇治公民館 

野菜づくりセミナー・実習 
農林水産課（☎22-0370）

定額給付金の給付に合わせ 

プレミアム優待セールを実施 
商工労政課（☎21-5512）
伊勢商工会議所内・伊勢市商店街連合会事務局
(☎25-5155)

障害者保健福祉計画、 
老人福祉計画・介護保険事業計画 

説明会を開催 
障害者保健福祉計画について
　⋯障がい福祉課（☎21-5558）
老人福祉計画・介護保険事業計画について
　⋯介護保険課（☎21-5560）
  
 

と　き ところ

※いずれも時間は、1時間程度を予定しています。 

10:00～  

13:30～  

19:00～ 

10:00～  

13:30～  

19:00～   

10:00～   

13:30～ 

と　き

ところ

対　象
内　容

講師
定員
参加費
申し込み

①5月9日(土)、午後1時30分～3時
②5月～9月の午前中（6回程度） 
①御薗公民館・3階学習室 
②西豊浜町内の農地 
市内在住の野菜づくりに興味がある人 
①夏野菜の育て方などに関する野菜づく
　りセミナー 
②トマト・キュウリ・ナス・スイカなど
　の夏野菜づくり実習（肥料散布・種ま
　き・苗植え・農薬散布・除草・間引き・
　収穫など ） 
市内で露地野菜を生産する農業者 
20人（先着順） 
2,000円 
4月20日(月)～24日(金)に、電話で同
課へ 

   市の障がい者施策や高齢者施策を推進す 
るために策定した「伊勢市障害者保健福祉 
計画」および「伊勢市老人福祉計画・介護 
保険事業計画」を皆さんに知っていただく 
ため、右表のとおり説明会を開催します。 
 

4月20日(月) 

4月2１日(火) 

4月22日(水)

※野菜づくり実習については、実習日以外の 
　日にも、週2回程度、農地へ通って 
　栽培管理をしていただきます。 

　市は、商業の活性化を図るため、定額給付金の給 
付に合わせて商店街や中小企業商業者等が行う消費 
者支援イベント「プレミアム優待セール」を推進し 
ています。 
　イベント参加店で利用できる「優待券」と「スタ 
ンプカード」を、各世帯に１枚ずつ、定額給付金申 
請書と同封して郵送しますので、利用してください。 
　優待券：参加店で提示すると、商品の割引、粗品 
　の進呈、ポイントサービスの割り増しなどの優待 
　サービスを受けることができます　 
　スタンプカード：スタンプを集めると、抽選で、 
　イベント参加店で利用できる商品券が当たります 
イベント期間　5月15日（金）～ 6月14日（日） 

　イベント参加店を募集 

　プレミアム優待セールを実施する店舗を募集し 
ています。参加資格や負担金など、詳しくは、伊 
勢市商店街連合会事務局へ問い合わせてください。 
申し込み期限　4月30日(木) 
※5月の新聞折り込みチラシに店名などが掲載さ 
   れます。 
　 

 

（平成21年）
2009年

4／15号 
伊勢市 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護相談員を募集 
介護保険課（☎21-5560）

オーストラリア中学生派遣交流事業の 
参加者を募集 
市民交流課（☎21-5549）

8月16日(日)～24日(月) 
オーストラリア・ゴールドコースト市 
市内在住の中学3年生 
30人以内 
総費用の3分の2 (18万円程度）を負担 
4月15日(水)～5月8日(金)〔必着〕に、 
申込書などを同課へ 
英語試験・作文・面接など 

派遣期間
派遣先
対　　象
募集人員
参加費
申し込み

選考方法

都市計画審議会を開催 
都市計画課（☎21-5591）

4月22日(水)、午前10時～ 
市役所本館・3階委員会室 
都市マスタープラン全体構想案について 
など 

と　　き
ところ
内　　容

介護保険推進協議会の委員を募集 
介護保険課（☎21-5560、FAX21-5555）

市内在住の介護保険被保険者 
委嘱日～平成24年3月31日 
3人（申し込み多数の場合は抽選） 
4月30日(木)〔必着〕までに、住所・
氏名・年齢・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、アドレス 
kaigo@city.ise.mie.jp)へ 

応募資格
任期
募集人員
応募方法

離乳食教室（初期～中期） 
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き
ところ
対　　象

内　　容
定　　員
申し込み

5月13日(水)、午前10時30分～正午 
ハートプラザみその 
市内在住の乳児（生後6カ月まで）の 
保護者 
離乳食(初期～中期)のお話と試食 
30人（先着順） 
4月15日(水)から、電話またはファク
スで同課へ 

   
  
 

住宅用太陽光発電システムの設置に補助 
環境課（☎21-5540）

※補助要件など、詳しくは、同課へ問い合わせて 
　ください。 
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。ただし、 
　4月中の申し込み件数が予算の範囲を超えた場 
　合は、抽選します。 
 

住宅用太陽光発電システム 
現在所有する家や新築する家に対象設
備を設置する人、または対象設備を設
置した新築住宅を購入する人 
1件につき6万円 
平成22年2月26日(金)までに、申
請書(同課にあります)を、直接同課へ 
 

対象設備
対象者

補助金額
申し込み

 
 　 

ＪＩＣＡ海外ボランティア体験談＆説明会 
ＪＩＣＡ中部（☎名古屋052-702-1391）

ジャイカ 

と　　き
ところ
内　　容

4月29日(祝)、午後2時～ 
観光文化会館・4階大会議室1 
シニア海外ボランティア・青年海外協 
力隊の活動 

　ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）では、開 
発途上国で、現地の人々と生活をしながら、一緒
に働き、国づくりに貢献するボランティアを募集
しています。次のとおり体験談＆説明会を開催し
ます。 

6月1日～平成23年3月31日 
2人 
4月15日(水)～5月8日(金)〔必着〕に、
応募用紙に必要事項および作文(テーマ
は「応募の動機」または「介護サービ
スの質の向上についての意見」、300字
程度)を記入し、直接同課へ 

応募資格

任　　期
募集人員
応募方法

　　　　次の要件をすべて満たす人 
　介護保険・社会福祉・権利擁護・消費者保護
　のいずれかに関する知識や経験がある 
　介護相談事業に対する理解と熱意がある 
　介護サービス事業者の役員や従事者でない 
　市内に在住または通勤している 
　介護相談活動（月6回程度）、定例会議(隔月1
　回）、研修（6月15日(月)～18日(木)〔3 
　泊4日〕、7月16日(木)）に参加できる 

  
  
 

健康の日における啓発事業 

手軽に春野菜を味わおう 
   ～メタボ予防の食生活・実践編～ 
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き
ところ
対　　象
内　　容

定　　員
持ち物
申し込み

5月11日(月)、午前10時～午後1時 
中央保健センター 
市内在住の人 
講話「野菜をおいしく上手に取るこつ」、
春野菜レシピの紹介、調理実習 
30人（先着順） 
エプロン・三角巾・調理実習費300円 
4月15日(水)から、電話またはファク 
スで同課へ 



三重ギターフェスティバル 
2009 
三重県ギター協会・広垣さん
(☎090-5618-4463）

とき／4月20日(月)、午前8時20
分～9時55分頃　ところ／内宮お
はらい町　内容／近畿地方2府3
県を走るクラシックカーラリー 
(参加台数：約70台)の一団が、ス
タンプポイントとなっている内宮
おはらい町を通過します (堺正章
さん・東儀秀樹さん・木内みどり
さんらが参加する予定） 

とき／5月17日(日)、午前10時
～午後4時（雨天の場合は5月
24日(日)に延期） ところ／宮
川堤公園　内容／ステージイベン
ト(キッズヒップホップダンス・ 
ダンス・よさこいソーラン・歌
・自転車曲芸・太鼓）、折り紙・
竹とんぼ・布ぞうりの無料手作り
体験コーナーなど 

とき／5月24日(日)、午前9時
30分～午後4時　ところ／観光
文化会館　内容／分科会(保育、
福祉・介護、食の安全、平和、
働く問題など)、記念講演「景気
の話、消費税の話～わたしたち
の暮らしに目を向けて」野崎哲
哉さん(三重大学人文学部教授)
参加費／500円　 
※託児できます（軽食代を含み
　300円） 

とき／5月3日(祝)、午後1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／
県内のギター音楽愛好家・専門
家による演奏 

とき／4月26日(日)、午前11時
～午後4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／民舞踊・民謡・大
正琴・着付け・剣詩舞・手品・
ダンス・ウクレレの披露 

とき／5月1日(金)～3日(祝)、
午前9時30分～午後6時(最終日
は午後4時まで）　ところ／観
光文化会館・2階展示室　内容
／クラブ会員（24人）による書
の作品展示(約50点） 

とき／5月22日(金)～24日(日)、
午前10時～午後4時　ところ／
神宮会館(宇治中之切町）　内容
／切り花・鉢植えなどの展示 
 

伊勢神宮奉納春ばら展 
三重ばら会南勢支部・辻さん
(☎24-9271）

で愛ふれ愛フェスティバル 
いせハンドinハンド・酒徳さん
(☎22-0288）

イセ歌声喫茶の集い 
高橋さん（☎22-0858）
阿部さん（☎25-7900）

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
(☎23-5535）

響 from ISE 
HIBIKI実行委員会
(☎090-8542-7108）

　 

南勢地区母親大会 
南勢地区母親大会実行委員会・
中西さん(☎58-2776）

とき／5月17日(日)、午後1時30
分～　ところ／いせ市民活動セン
ター北館（シティープラザ)・2階
多目的ホール　内容／大阪で日雇
い労働者の支援活動を続けてきた
生田武志さんによる講演「日本の
貧困『最底辺』から見えるもの」 

とき／4月18日(土)・5月16日(土)・
6月20日(土)、午後2時～　ところ
／喫茶ロッジ（御薗町新開） 内容
／生演奏に合わせてみんなで一緒 
に歌います  入場料／500円（飲
み物付き） 

とき／6月18日(木)・19日(金)、 
午前9時～午後5時　ところ／ 
三重県建設労働組合伊勢支部（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、同組合へ 

ひびき 

奉洲流詩吟道 吟詠大会 
奉洲流詩吟道総本部・濱口さん
(☎25-6261）

ほうしゅう 

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。 

能楽を楽しむ会 
伊勢能楽連盟・森さん
(☎28-3470）

生田武志講演会 
いせ九条の会・坂本さん
(☎090-6336-0596）

いくた 

とき／4月18日(土)、午後0時30
分～5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／能「西行桜」・半能「竹生

島」・狂言「土筆」・狂言小舞・

舞囃子・仕舞・連吟の上演 

さいぎょうざくら　 

つくづくし　 

しまい　 まいばやし　 

ちくぶ　 

しま　 こまい　 

中川祥治リュートコンサート 
中川祥治のバロックリュートを聴
く会・広垣さん
(☎090-5618-4463）

しょうじ 

第1回伊勢書人クラブ展 
伊勢書人クラブ・尾崎さん
(☎22-2631）

とき／5月16日(土)、午後7時～

ところ／伊勢河崎商人館・角吾

座　入場料／2,500円（前売り
2,000円） 

ざ  

かどご  

とき／4月25日(土)、午後6時～

ところ／伊勢河崎商人館・角吾

座　内容／吟詠の披露、映像に

よる吟詠ライブ「論語を読み詠

う」（濱口奉洲さん） 

ざ 

ほうしゅう 

かどご 

うた 

ラ　フェスタ　　 プリマヴェラ 
クラシックスポーツカーの祭典 

La Festa Primavera 2009 
ラフェスタプリマヴェラ組織委員会
(☎東京03-5707-7041）



発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（☎21-5515）

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。 

都市計画素案の縦覧と住民説明会 
都市計画課（☎21-5591）

　都市計画で定める景観地区（内宮おはらい町）の 
決定および高度地区(内宮前の高さ制限)の変更に 
ついて、素案の縦覧と住民説明会を行います。 

 

 縦覧期間
縦覧場所

提出資格　
提出方法

市民または利害関係者 
4月30日(木)までに、意見書（同課 
にあります)を、直接または郵送で同課 
(〒516-8601  岩渕1丁目7-29）へ 
 ◆公聴会の開催 

 　  意見書が提出された場合は、意見書を提出し 
   た人が意見を述べる公聴会を開催します。 
 

と　き
ところ

※公聴会の開催の有無は、縦覧期間終了後、市 
   のホームページ（http://www.city.ise.mie.jp） 
   でお知らせします。 

5月21日(木)、午後7時～ 
宇治公民館 

素案の縦覧 

住民説明会 

と　き
ところ

ふせごう　地球温暖化　 
春の募金期間　4月1日～5月31日 

手話奉仕員養成講座 
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）

※申し込み者数が5人以下の場合は、開催を中止し 
　ます。 

若年求職者を対象とした職業訓練 
独立行政法人雇用・能力開発機構三重センター南伊
勢職業能力開発促進センター（☎37-3121）

 

※4月14日(火)・5月12日(火)、午前9時30分 
  から、説明会を行います。 

　森林・緑は、わたしたちに、おいしい水やきれ 
いな空気を提供するとともに、災害防止・地球温 
暖化防止など、さまざまな恵みを与えてくれます。 
　かけがえのない森林・緑を守り、育てるため、「緑 
の募金」へのご協力をお願いします。 
　いただいた募金は、自治会やボランティア団体 
などが行う緑化活動や森林整備に役立てられます。 
 ※募金方法などは、同課へ問い合わせてください。 

緑の募金にご協力を  
農林水産課（☎22-0370）

と　き

ところ

対　象

内　容
定　員
受講料
申し込み

①5月22日～平成22年3月12日の金曜 
　日(月2回～3回程度、計23回)、午前 
　10時～11時30分 
②5月28日～平成22年3月4日の木曜日 
　(月2回～3回程度、計23回）、午後 
　7時～8時30分 
①二見老人福祉センター 
②小俣公民館 
市内に在住または通勤・通学している   
人で、平成22年度に実施する基礎課程
講座(30回程度)を受講し、将来、市の 
登録通訳者として活動する意欲のある人 
手話入門講座 
各20人(申し込み多数の場合は抽選） 
1,200円（教材費） 
4月15日(水)～5月8日(金)に、申込用
紙(同課にあります)を同課へ 

訓練期間

ところ
対　象
訓練科目

訓練内容

定　員
受講料

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、7日(木)は休館〕

尾崎咢堂記念館特別企画展　咢堂をめぐる50人 
　ところ：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（☎22-3198） 

5月1日(金)　19:30〜

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 
　　　　　　 （☎22-7891） 

4月15日(水)～30日(木) 
同課、伊勢図書館 

◆意見書の提出 
 　　素案に対して意見がある人は、意見書を提出 
　 することができます。 

5月21日(木)、午後7時30分～ 
宇治公民館 

6月4日(木)～11月20日(金)、午前9
時20分～午後3時40分 (土曜日・日
曜日・祝日・休日を除く） 
ポリテクセンター南伊勢（小俣町明野） 
おおむね35歳未満の求職者 
テクニカルワーク科（機械加工技術科） 

旋盤・フライス盤を使った機械加工、コ 
ンピュータでの図面作成(ＣＡＤ)、各種
溶接法の技能訓練など 
21人 
無料（別途教材費と作業服代が必要） 
 

せんばん  
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