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2009年 

伊勢市 

都市計画の案・素案の縦覧 
都市計画課（121-5591） 

「8月17日 パートナーの日」啓発事業 
市民交流課（121-5513、FAX21-5578） 

縦覧内容 
 
 
 
縦覧期間 
縦覧場所 
 

①景観地区（内宮おはらい町）の決定（案） 
②高度地区（内宮前の高さ制限）の変更（案） 
③下水道の変更（案） 
④都市計画道路の変更（素案） 
７月21日（火）～８月４日（火） 
①～③同課・伊勢図書館、④同課・各総
合支所地域振興課・伊勢図書館 

提出資格 
提出方法 
 
 
 

市民または利害関係人 
８月４日（火）までに、所定の用紙（同課
にあります）に必要事項を記入し、直接
または郵送で同課（〒516-8601 岩渕１
丁目７-29）へ 

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

８月８日（土）、午後２時～４時 
ハートプラザみその・多目的ホール 
男女共同参画をテーマとした講演「とも
に輝く－社会で、家庭で、人生で－」 
坂東眞理子さん（昭和女子大学学長、 
「女性の品格」著者） 
350人（先着順） 
７月15日（水）から、電話またはファク
スで同課へ 

規制時間 
規制場所 
 
規制内容 

午後９時～10時30分 
県道伊勢南島線の論出バス停付近～フリ
ー辻久留２丁目バス停付近 
伊勢市街方面のみ車両通行禁止 

第57回 伊勢神宮奉納全国花火大会 

交通規制の追加 
観光事業課（121-5566） 

　都市計画の案・素案に対する意見がある人は、意
見書を提出することができます。 

と　  き 
 
 
と こ ろ 
 

８月18日（火） 
　午後７時～（住民説明会） 
　午後７時30分～（公聴会） 
市役所本館・４階４-５会議室 

　④都市計画道路の変更（素案）については、次の
とおり住民説明会と公聴会を開催します。 

※公聴会は、意見書が提出された場合のみ開催しま
す。開催の有無については、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。 

都市計画の素案と案 
　都市計画では、「素案」の段階で皆さんから
の意見をいただき、その意見を参考にして「案」
を作成し、再度皆さんからの意見をいただく手
続きをとっています。 

※手話通訳や託児（5人まで〔先着順〕）ができます。
必要な人は、事前に同課へ申し込んでください。 

　「広報いせ」７月号・18ページに掲載しました
伊勢神宮奉納全国花火大会の開催に伴う交通規制
について、次のとおり規制が追加されます。 
　皆さんのご理解・ご協力をお願いします。 

意見書の提出 

住民説明会・公聴会 



毎月11日は 

健康の日 

と き  
と こ ろ 
申し込み 

８月３日（月）、午後７時～ 
ハートプラザみその・教養娯楽室 
電話で行政経営課（121-5510）へ 

　県は、自立・持続可能な地域づくりを目指し、
地域をより良くしていこうとする団体などを支援
する取り組み「美し国おこし・三重」を進めてい
ます。 
　地域づくりに取り組んでいる人や、これから取
り組もうとしている人などを対象に、次のとおり
説明会を開催します。 

「美し国おこし・三重」説明会を開催 
三重県「美し国おこし・三重」推進室 
（1津059-224-2644） 

うま 

とき／７月30日（木）、午後１時
30分～４時　ところ／伊勢総合
病院・２階会議室　対象／看護
師や准看護師の資格を持ってい
て仕事に就いていない人　内容
／採血・注射・点滴などの実習 
講師／伊勢総合病院看護師　申
し込み／事前に電話で同校へ 

とき／８月18日（火）～20日（木）、
午前10時～午後１時30分　とこ
ろ／伊勢調理製菓専門学校（河
崎1丁目10-47）　内容／メタボ予
防対策料理・イタリア料理・簡
単デザートについての講習と調
理実習　定員／20人（先着順）　
参加費／1,500円（材料費）　申
し込み／電話またはＥメールで
同校（アドレスisechori@amigo2. 
ne.jp）へ 

夏季講座 
伊勢調理製菓専門学校 
（124-3432） とき／８月22日（土）・23日（日）、

午前11時～午後０時15分・午後
１時30分～２時45分　ところ／
伊勢進富座（曽祢２丁目８-27） 
内容／ロシアの人形アニメ「チ
ェブラーシカ」の上映　入場料
／大人1,400円（前売り1,200円）、
３歳～中学生1,000円（前売り
800円）、親子ペア1,800円（前売
りのみ） 
※８月24日（月）・午前11時～午
後０時15分に、障がい児を対
象として同アニメの上映会を
行います。（要予約） 

キッズシアター上映会 
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28日（金）・29日（土）、
午前９時～正午　ところ／勢京
ビジネス専門学校（一之木４丁
目15-14）　内容／無料で入手で
きるパソコンソフトを使った画
像の管理・編集・加工　定員／
各15人（先着順）　参加費／200
円　申し込み／電話で同校へ 

お役立ち無料ソフトを 
使ってみよう 
勢京ビジネス専門学校 
（128-4739） 

潜在看護師・ 
潜在准看護師研修会 
伊勢地区医師会准看護学校 
（124-8228） とき／８月９日（日）、午前10時

30分～11時30分　ところ／観光
文化会館・４階大会議室　内容／
講演「認知症をめぐって～予防・
早期発見・ケアなど～」小阪憲司
さん（横浜市立大学医学部名誉教
授）…物忘れや記憶障がいが多い
「アルツハイマー病」や、幻視や
妄想などが多い「レビー小体型認
知症」などに関する講演 

山高同窓会110周年 
記念講演会 
宇治山田高等学校（128-7158） 

と　  き 
と こ ろ 
対　  象 
内　  容 
 

８月11日（火）、午前９時～午後４時 
ハートプラザみその 
市内在住の人 
・がん予防に関するパネル展示 
・乳がん自己検診の講話と実技（午前
10時～・11時～・午後２時～・３時～） 

健康の日における啓発事業 

がん予防と乳がん自己検診 
健康課（127-2435） 

　がんは、早期発見により治る
可能性が高まります。乳がんに
関する正しい知識や自己検診の
方法を身に付け、がんの予防と
早期発見に努めましょう。 

とき／７月26日（日）・８月30日
（日）、午後２時30分～　ところ
／茶kura茉莉店（馬瀬町1022-2）

内容／ギター・朗読コンサート「鹿
踊のはじまり」（宮沢賢治原作） 
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 
遊去さん 

（136-7536〔茶kura茉莉店〕） 

ゆうきょ  

く  ら  も う り  

し し  

おどり 



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／８月１日（土）、午後５時～
９時　ところ／外宮およびその周
辺　内容／神話紙芝居・コンサー
ト・八朔はらわたもちのもちつき
と振る舞い（午後５時～）、外宮
への参拝（午後６時30分～）、外
宮にぎわい音頭・伊勢音頭（午後

７時～）、神路通と外宮参道への

灯籠・ちょうちん・ろうそくの点
灯（午後７時～）など 
※関連イベントとして、いせ市民
活動センター・北館（シティー
プラザ）で、ちびっこ博士グラ
ンプリ（午前９時～、小学生の
参加可）・外宮にちなんだどん
ぶりコンテスト（午後２時～、要
観覧申し込み）が開催されます。 

外宮さん 
ゆかたで千人お参り 
外宮にぎわい会議（128-3705 
〔（社）伊勢市観光協会〕） 

とき／８月６日（木）～９日（日）、
午前９時～午後５時　ところ／ハ
ートプラザみその　内容／原爆に
関する写真の展示 

原爆と人間展 
－非核・平和を守りつづけるために－ 
新日本婦人の会伊勢支部みその班・ 
戸上さん（125-2793） 

とき／７月25日（土）、午後５時～ 
ところ／しんみち商店街　内容
／金魚すくい・ヨーヨー釣り・
ビンゴ大会・太鼓演奏など 

伊勢の夜祭 
伊勢銀座新道商店街振興組合 
（128-5668） 

とき／８月９日（日）、①午前10
時～正午・②午後１時～４時　
ところ／福祉健康センター　内
容／①東洋医学・つぼを利用し
た健康講座、②マッサージ体験 

マッサージ体験・健康講座 
伊勢市視覚障害者福祉会 
（124-0870） 

とき／８月23日（日）、午後１時
30分～４時30分　ところ／観光
文化会館・４階大会議室　内容
／野原すみれさん（エッセイスト）
による講演、体験講座「皆で書
いてみよう 私のエンディングノ
ート」 

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／①７月29日（水）～８月３日
（月）、②７月30日（木）～８月３日
（月）、③７月31日（金）～８月３日
（月）　ところ／ひもろぎの里（勢
田町88）　対象／①②小学4年生
～中学３年生、③小学１年生～４
年生　内容／自然観察、キャンプ
ファイヤー、講話、絵画教室、飯
ごう炊飯など　定員／各20人（先
着順）　参加費／①14,000円、
②12,000円、③10,000円　申し
込み／各開催日の５日前までに、
所定の用紙を、郵送またはファク
スで同会（〒101-0065 東京都千
代田区西神田２丁目3-2-202）へ 
※同会のホームページ（http :// 
　www.seishinkai.jp）からも申
し込むことができます。 

伊勢子ども 
自然・文化体験キャンプ 
（社）日本青伸会 
（1・FAX東京03-3261-8565） 

とき／８月20日（木）、午後１時
30分～４時　ところ／市役所本
館・１階１-１会議室　内容／相
続・遺言、官公庁への許認可、
法人設立、契約書作成などに関
する相談 

行政書士による無料相談会 
三重県行政書士会伊勢支部・ 
池山さん（1050-1299-6405） 

はっさく 

とうろう  

か み じ ど お り  せ い し ん  

試験区分・受験資格 
　・刑務Ａ：昭和55年４月２日～平成４年４月１

日生まれの男性 
　・刑務Ｂ：昭和55年４月２日～平成４年４月１

日生まれの女性 
第一次試験日　９月20日（日） 
申し込み期間　７月21日（火）～８月４日（火） 
※詳しくは、同所へ問い合わ
せるか、人事院のホームペー
ジ（http://www.jinji.go.jp）
をご覧ください。 

刑務官を募集 
三重刑務所（1津059-228-2161） 

観光文化会館自主事業 

綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ 
観光文化会館（128-5105） 

と　  き 
 
と こ ろ 
入 場 料 
 

10月27日（火） 
午後２時～ 
観光文化会館 
5,500円（全席指定席） 

※入場券は、８月１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・チケットぴ
あなどで販売します。 

あやのこうじ 



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。 

と　  き 
と こ ろ 
 
対　　象 
 
定 員  
参 加 費  
申し込み 

７月26日（日）、午前10時～午後３時 
六華苑レストランRocca 
（桑名市太一丸22-4） 
県内または周辺の県に在住する未婚の
人で、障がい者との結婚を希望する人 
男性・女性各20人（先着順） 
男性2,000円、女性無料 
７月21日（火）までに、同連合会へ 

応募資格 
 
 
活動内容 
 
任　　期 
募集人数 
応募方法 

おおむね25歳以上の健康な人で、犯罪
被害者の支援に関心があり、ボランテ
ィア活動に理解がある人 
犯罪被害者に対する相談業務（週１回
程度、主に同センター内で活動） 
平成22年４月～平成23年３月（１年間） 
10人程度 
８月３日（月）～９月３日（木）〔当日消
印有効〕に、申込書と作文（応募動機
を記載）を、郵送で同センター（〒
514-0004 津市栄町1丁目891）へ 

申し込み 
 

７月21日（火）～12月21日（月）に、同連
合会へ 

友愛のつどい・ 
身体障がい者補助犬の貸与 
（社）三重県身体障害者福祉連合会 
（1津059-232-6803、FAX津059-231-7182） 

犯罪被害者支援員を募集 
（社）みえ犯罪被害者総合支援センター 
（1津059-213-8211） 

交通事故無料相談 
（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） 

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） 

７月28日（火）　14：30～16：20 

人権教育をすすめる市民の集い 
　ところ：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（122-7895） 

８月１日（土）　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） 

８月22日（土）　14：00～21：30 

おばたまつり 
　ところ：大仏山公園スポーツセンター 
　問い合わせ：小俣総合支所地域振興課（122-7858） 

８月２日(日)　18：00～ 
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～ 
　ところ：観光文化会館 
　入場料：大人500円、中学生・高校生300円、 
　　　　　小学生200円 
　問い合わせ：観光文化会館（128-5105） 

発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121-5515） 

　未婚の障がい者に出会いの場を提供し、相互理
解と結婚問題の解決を図ります。 

友愛のつどい 

　障がい者の就労などの社会参加を促進するため、
身体障がい者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）
を貸与します。 

※対象者・貸与条件など、
詳しくは、同連合会へ問
い合わせてください。 

◇電話相談 
　月曜日～金曜日（祝日・休日を除く） 
　午前９時～正午・午後１時～５時 

◇弁護士相談（面談、要予約） 
　毎週木曜日、午後１時～４時 

身体障がい者補助犬の貸与 

※書類審査と面接により候補者を選考した後、１週
間程度の研修を受講していただき、適正を審査
してから支援員として登録します。 


