
（平成21年） 
2009年 

伊勢市 

お達者セミナー（介護予防講座） 
健康課（127-2435、FAX21-0683） 

観光文化会館自主事業 

ストリートパフォーマンス2009 
FROM BK2． ～ダンスって楽しい～ 
観光文化会館（128-5105） 

と　  き 
 
 
と こ ろ 
対　  象 
内　  容 
 
定     員 
申し込み 
 

７月16日（木）・30日（木）・８月６日（木）・
20日（木）・9月3日（木）、午前10時～正午
〔計５回〕 
中央保健センター 
おおむね65歳以上の人 
転倒骨折予防・認知症予防などについて
の講義・実技（簡単にできる体操など） 
30人程度（先着順） 
電話またはファクスで同課へ 

と　  き 
と こ ろ 
内　  容 
入 場 料  
 

８月２日（日）、午後６時～ 
観光文化会館 
ダンスグループによるダンスの披露 
大人500円、中学生・高校生300円 
小学生200円（小学生未満は無料） 

と　  き 
と こ ろ 
対　  象 
 
内　  容 
定 員  
申し込み 
 

７月17日（金）、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７カ月～11カ月）
の保護者 
離乳食（後期～完了期）のお話と試食 
30人（先着順） 
６月15日（月）から、電話またはファク
スで同課へ 

CO2削減／ライトダウンキャンペーン 
環境課（121-5540） 

　高齢になっても、自分の健康は自分で守り、いつ
までも介護を必要とせず、自分らしく生き生きと生
活できるよう、介護予防講座を開催します。 

ミームス普及講座 
産業支援課（163-5677） 

と　  き 
と こ ろ 
内　  容 
 
 
申し込み 
 

６月23日（火）、午後１時30分～３時30分 
産業支援センター 
ミームス（企業の経営活動に伴って生じ
る環境負荷を管理・低減する取り組み）
についての説明 
６月16日（火）までに、電話で同課へ 

　市では、環境省の趣旨に賛同し、６月20日（土）
～7月7日（火）の間、「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、国民の皆さんに地球温暖化防
止への意識を高めていただくため、ライトアップ
している施設や家庭の明かりを消灯するように呼
び掛けるものです。 
　特に、６月21日（日）の「夏至の日」と７月７日
（火）の「クールアース・デー」には、午後８時～
10時の間、施設や家庭の明かりを一斉に消灯して
いただきますよう、ご協力をお願いします。 

離乳食教室（後期～完了期） 
健康課（127-2435、FAX21-0683） 

ふれあい交流事業　岳秀と語ろう野焼の会 
障がい福祉課（121-5558、FAX21-5555） 

と　  き 
と こ ろ 
内　  容 
 
 
 
参 加 費  
申し込み 
 

７月23日（木）、午前10時～11時30分 
二見老人福祉センター・集会室 
陶芸家・辻田岳秀さん（日本工芸会正会
員）の指導を受けながら、陶芸作品の制
作を通して、障がいのある人とない人と
の親睦を深めます 
無料 
７月15日（水）までに、電話またはファク
スで同課へ 

※入場券は、同館事務所で販売しています。 

フロム 

がくしゅう 

ビーケーツー 



種 　 類  
 
 
 
対　  象 
 
学習方法 
 
 
申し込み 
 

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） 
①18歳以上で、高等学校卒業または同
等以上の人、②③15歳以上の人 
自宅のテレビ（CSデジタル放送・ケー
ブルテレビ放送）または同センターの
ビデオテープなどで授業を視聴 
６月15日（月）～８月31日（月）に同セン
ターへ 

対　  象 
 
定     員 
申し込み 
 

市内に在住または通勤・通学している人で、
原則、全日程（計５回）に参加できる人 
10人程度（先着順） 
７月15日（水）までに、電話で同課へ 

※入学試験はありません。 

まちづくり達人塾  市民交流課（121-5513） 

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） 

　男女共同参画の視点でまちづくりについて考え、
計画づくりを行う講座「まちづくり達人塾」の参
加者を募集します。 
とき・ところ・内容　下表のとおり 

と　  き 
 
集合場所 
内 容  
 
 
 
 
参 加 費  
申し込み 
 

ウォーク＆ラリーin有滝 
生涯学習・スポーツ課（122-7891、FAX23-8641） 

７月19日（日） 
　①10：30～12：30 
　②13：30～16：00

御薗公民館 

伊勢市内 地域調査「いせのまちを知ろう」 

計画づくり「メッセージを伝えるプランづくり」 

「男女共同参画フォーラム」での成果発表 

鳥羽市立図書館 
（鳥羽市大明東町１-６） 

三重県男女共同参画 
センター「フレンテみえ」 
（津市一身田上津部田1234） 

阿児ライブラリー 
（志摩市阿児町神明1074-15） 

８月下旬 
（各グループで設定） 

９月20日（日） 
　①13：00～14：30 
　②14：45～16：00

10月24日（土） 
　13：00～15：30

11月14日（土） 
　時間未定 

内　　容 と　　き ところ 

①講演「男女共同参画時代のまちづくり」吐山継彦さん 
　（市民活動総合情報誌「Volo」編集委員長） 
②講演「まちをどう活かす？～まちが元気になるため～」 
　吐山継彦さん 

①講演「足元の宝を見つめて暮らしをデザインする」松場
登美さん〔（株）石見銀山生活文化研究所取締役所長〕 

②計画づくり「こんなまちにしたい！思いをかたちに」 

は や ま 

７月12日（日）、午前９時～11時30分 
（荒天の場合は中止） 
有滝町民会館 

港の小路コース（有滝町・村松町内の
約3.5km）を、クイズ・ゲームなどを
楽しみながらウォーキングします（ゴ
ール地点では産直市・抽選会が行われ
ます） 
500円（就学前の子どもは無料） 
７月１日（水）までに、申込書を、郵送
またはファクスで同課（〒519-0592 小
俣町元町540）へ 

こ み ち 

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、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て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 
※受験資格・試験科目・申し込み方法など、詳しくは同課へ問い合わせてください。 

７月８日（水) 

７月12日（日) 

８月２日（日)

三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234）　 

県熊野庁舎（熊野市井戸町371） 

吉田山会館（津市栄町１丁目891） 

７月１日（水) 

７月６日（月) 

７月27日（月)

申し込み期限 と　き と　こ　ろ 

※いずれも時間は、午前９時30分～午後５時です。 



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。 

とき／６月28日（日）、午前９時
30分～午後２時　ところ／建労
会館（一之木４丁目644-３）と
その周辺　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・家具固定方法の展示、小学生
の絵画「わたしの住みたいお家」
優秀作品展示、抽選会など 

とき／７月５日（日）、午後１時
30分～　ところ／観光文化会館・
大ホール　内容／同研究所の生
徒などによるバレエの披露 

とき／６月27日（土）～29日（月）、
午前９時～午後５時（最終日は
午後４時まで）　ところ／サンラ
イフ伊勢・２階職業訓練室A・B 
内容／陶芸作品約60点（東海伝
統工芸展入選作品４点を含む）
の展示 

バレエ発表会 
安田博子バレエ研究所 
（136-4767） 

橋川陶芸教室展 
橋川さん（125-1932） 

とき／①ワード基礎編（初心者
向け）…７月11日（土）・12日（日）・
②ワード応用・エクセル基礎編（ワ
ードの文字入力ができる人向け）
…７月18日（土）・19日（日）・③
エクセル応用編（ワード･エクセ
ルの基礎ができる人向け）…７
月25日（土）・26日（日）、午後１
時～５時　ところ／生涯学習セ
ンターいせトピア・３階パソコ
ン室　定員／各20人（先着順）　
受講料／1,000円（教材費）申し
込み／①７月６日（月）・②７月
13日（月）・③７月20日（祝）までに、
電話で同会へ 
※託児できます。 

母子寡婦家庭のための 
パソコン教室 
伊勢市母子寡婦福祉会・小森さん 
（124-6216） 

とき／８月29日（土）・30日（日）・
９月12日（土）・13日（日）〔計４回〕
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1658）
対象／県内に在住または通勤・
通学する18歳以上の人で、全日
程を受講できる人　内容／障害
者スポーツに関する講義・実技
定員／40人（先着順）　受講料／
4,000円（教材費）　申し込み／
７月31日（金）までに、申込書（市
障がい福祉課・各総合支所福祉健
康課にあります）を同協議会へ 
※資格の申請・登録をする場合は、
別途8,500円が必要です。 

初級障害者スポーツ指導員 
養成研修会 
三重県身体障害者総合福祉センター内・ 
三重県障害者スポーツ指導者協議会 
（1津059-231-0155） 

とき／８月29日（土）、午後１時～
４時30分　ところ／生涯学習セ
ンターいせトピア　内容／伊勢
に関するクイズ大会、観光戦隊
イセシマンショー、抽選会 

伊勢っ子ものしり王選手権 
伊勢商工会議所青年部（伊勢YEG） 
（125-5155） 

とき／７月14日（火）、午後６時～
ところ／ＪＲ二見浦駅～夫婦岩
表参道　内容／夫婦岩に張る大
しめ縄を奉曳車に載せ、木遣り・
ほら貝・太鼓に合わせて練り歩
く二見浦の伝統行事 
※当日参加できます。（サンダル・
げた履きは不可） 

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〕） 

建労まつり 
三重県建設労働組合伊勢支部 
（123-5535） 

とき／６月20日（土）、午後２時
30分～　ところ／生涯学習セン
ターいせトピア　内容／メンデル
スゾーン作曲「ラウダ シオン」
などの演奏　入場料／500円（小
学生以下は無料） 

とき／６月27日（土）、午後６時
～８時30分　ところ／生涯学習
センターいせトピア・学習室２ 
内容／講演「地域リビングウイ
ル活動」長江浩幸さん（南生協
病院医師）…リビングウイル（延
命医療に対してあらかじめ自ら
の意思を表明しておく文書）に
ついて考えます 

万が一のときのために書き残そう 
エンディングノート勉強会 
「終わりよければ」いせの会 
（120-8104〔いせ在宅医療クリニック〕） とき／７月８日（水）、午後３時～

８時　ところ／伊勢河崎商人館 
内容／冷玉露の茶席 

七夕茶会 
皇學館大学煎茶道部･鹿谷さん 
（1090-5142-9204） 

合唱アンサンブル 
カンマーコール伊勢演奏会 
カンマーコール伊勢・八田さん 
（1090-4448-4802） 

せ ん ち ゃ ど う 

れいぎょくろ  

とき／6月28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・鳳城朋美さん）や一
般出場者によるカラオケ発表 

カラオケ発表会 
東さん（124-8362） 
ひがし 

ほうじょう 

参加資格／小学生３人で構成す
るチーム　申し込み／７月14（火）
までに同青年部へ 

クイズ大会の参加者を募集 



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。 

活動日時 
 
活動場所 
 
活動内容 
 
 
 
申し込み 
 

平日の午前８時30分～午後５時 
（曜日・時間帯などは希望に応じます） 
三重県視覚障害者支援センター 
（津市桜橋２丁目131） 
・録音図書の複写作業、点字図書の打
ち出し・製本作業 
・録音図書と点字図書の貸し出し・返却
チェックなど 
６月30日（火）までに、応募用紙を、直
接同センターへ 

と　  き 
 
と こ ろ 
定 員  
参 加 費  
申し込み 
 

７月４日（土） 
午前10時～午後０時15分（小雨決行） 
宮川浄化センター 
25人（申し込み多数の場合は抽選） 
無料 
６月22日（月）までに、郵送またはファ
クス・Ｅメールで三重県環境学習情報
センター（〒512-1211　四日市市桜町
3684-11、FAX四日市059-329-2909、
アドレス info@eco-mie.com）へ 

　同会では、先の大戦で父親を亡くした遺児を対象に、戦没者の旧戦域を訪れて慰霊追悼を行うとともに、
現地の住民と友好親善を図ることを目的に、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。 
　日程・実施地域など、詳しくは同会へ問い合わせてください。 

　宮川浄化センター（大湊町）
では、付近で希少生物のヒヌ
マイトトンボの生息が確認さ
れたため、敷地内に「トンボ
ゾーン」を設置し、トンボの保全活動を行って
います。 
　トンボゾーンでヒヌマイトトンボの観察を行い、
生息地の保護について理解を深めます。 

視覚障がい者と図書をつなぐ 
貸し出し作業ボランティアを募集 
三重県視覚障害者支援センター 
（1津059-228-6367） 

ヒヌマイトトンボの観察会 
三重県環境学習情報センター 
（1四日市059-329-2000） 

戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集 
（財）日本遺族会（1東京03-3261-5521） 

７月５日（日）までの 
１・３・６・８の付く日、土曜日、最終日 

高柳の夜店 
　ところ：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） 

６月20日（土）～29日（月） 

世界新体操選手権 
大会応援ポスターコンクール入賞作品展 
　ところ：イオンララパークショッピングセンター 
　問い合わせ：世界新体操選手権事務局（127-5154） 

７月１日（水）　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５日（日）　８：00～９：00 

勢田川「七夕大そうじ」 
　集合場所：明倫小学校、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（121-5541） 

７月11日（土）　18：00～ 
観光文化会館自主事業 
渡辺美里コンサートツアー 
　ところ：観光文化会館 
　入場料：6,800円 
　問い合わせ：観光文化会館（128-5105） 

７月18日（土）　19：45～21：15 
宇治橋架け替え奉祝記念 
伊勢神宮奉納全国花火大会 
　ところ：宮川河畔（度会橋上流） 
　問い合わせ：観光事業課（121-5566） 

発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121-5515） 

※応募用紙は、市障がい福祉課にあります。また、
同センターのホームページ（http://www.zc.zt 
v.ne.jp/mieten/p/）からダウンロードできます。 

※７月16日（木）・午前10時～正午に、同センター
で、申し込み者を対象とした説明会を開催します。 




