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市では、市民・地縁組織・市民活動団体・企業・
大学・行政などが協働のまちづくりを実践するた
めの指針となる、基本ルールの策定を進めてい
ます。
このルールには、協働のまちづくりを目指して
活動するときの基本的な考え方と、企画・実施し
ていくための標準的な手順を示します。
中間案がまとまりましたので、次のとおり意見
を募集します。
募集期間　12月15日(水)～平成23年1月21日

(金)〔必着〕
提出方法　住所・氏名・電話番号・意見を記入

（様式は自由）し、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kouryu@city.ise.mie.jp）へ

案の閲覧
中間案は、意見募集の期間中、同課、総務課、
市役所本館・１階市民ホール、各総合支所地域振
興課、各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学
習センターいせトピア、二見生涯学習センター、
いせ市民活動センター、社会福
祉協議会本所および各支所でご
覧いただけます。また、市のホー
ムページにも掲載します。
協働の基本ルール策定経費
〔平成22年度予算〕　約32万円

日本脳炎定期予防接種
実施医療機関のお知らせ

今年8月から再開された日本脳炎2期（9歳～
13歳未満）の予防接種は、次の医療機関でも実
施できます。
医療機関　おざき内科クリニック・西山クリニック・

山崎外科内科・山本医院

観光文化会館自主事業
第1回伊勢市長杯カラオケ大会2011
観光文化会館（☎28-5105）

と　　き　平成23年4月17日（日）、午前9時30分 ～
（開場は午前9時）

と こ ろ　観光文化会館
出 演 者　市民100人
入 場 料　無料
※整理券が必要となります。整
理券は、12月15日（水）から、
同館事務所で配付します。

出場者を募集
募集人数
•審査の部（一般）…50人
•審査の部（シルバー〔70歳以上〕）…30人
•発表の部（一般・シルバーの区別なし）…20人
参 加 費　審査の部8,000円、発表の部6,000円
申し込み　平成23年2月28日（月）までに同館へ
※審査の部では、グランプリ賞（一般・シルバー
総合）1人、および一般・シルバー各部門の最
優秀賞・優秀賞・歌唱賞各1人が選ばれます。

いせファミリー・サポート・センター交流会
親子で楽しく体を動かそう
いせファミリー・サポート・センター（☎28-5692）
こども課（☎21-5561）

協働の基本ルールへの意見を募集
市民交流課（☎21-5549、FAX21-5642）

健康課（☎27-2435）

三重大学公開セミナー
みえアカデミックセミナー2010
移動講座 in 伊勢
生涯学習センターいせトピア
（☎21-0900、FAX21-0909）

音楽に合わせて親子でスキンシップをします。
寒い冬でも体はぽっかぽか‼
と　　き　平成23年1月22日（土）、午前10時～

11時30分
と こ ろ　生涯学習センターいせトピア・3階研

修室
対　　象　小学生以下の子どもとその保護者
講　　師　山本麻里さん（そはら舞踊研究所主宰）
定　　員　20組（先着順）
申し込み　12月20日（月）・午前10時から、電話

で同センターへ

自動車事故による被害者への援護

交通遺児などへ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
「介護を要する後遺障害」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
「介護を要する後遺障害」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、
等級認定が変更になっています。

自動車事故専門の病院の運営
自動車事故による脳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。

独立行政法人自動車事故対策機構三重支所
（☎四日市059-350-5188）

督促手続オンラインシステムを開始
津地方裁判所総務課（☎津059-226-4172）

今年11月から、ホームページ上で支払督促手
続ができる「督促手続オンラインシステム」が利
用できるようになりました。
支払督促手続とは、貸金・立替金・売買代金な
どの金銭債務を相手（債務者）が支払わない場合、
申立人（債権者）の申し立てに基づき、簡易裁判
所の裁判所書記官が支払督促を行う簡易な裁判手
続きです。
このシステムを利用すると、ホームページ上で、
支払督促の申立書データの作成や、申し立てをし
た案件の進行状況の確認ができるほか、インター
ネットバンキングや ATM（現金自動預払機）を
利用して手数料などを納付できるなど、利便性が
図られます。
詳しくは、督促手続オンラインシステムのホー
ムページ（http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-
G-1010.html）をご覧ください。

12月18日（土）　13：00～17：00
伊勢市ブックフェスティバル
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（☎22-7886）

平成23年1月8日（土）　9：30～
消防出初め式
ところ：県営サンアリーナ・サブアリーナ
問い合わせ：消防本部総務課（☎25-1206）

平成23年1月9日（日）　10：00～15：00
いせトピア新春まつり
ところ：生涯学習センターいせトピア
問い合わせ：生涯学習センターいせトピア

（☎21-0900）

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。

と　　き　平成23年1月30日（日）、午後1時30
分～ 3時

と こ ろ　生涯学習センターいせトピア・3階研
修室

内　　容　講演「中世の伊勢神宮と仏教」山田雄
司さん（三重大学人文学部准教授）

定　　員　100人（先着順）
申し込み　電話・ファクス・Ｅメールで同センター

（アドレスinfo@isetopia.jp）へ
※座席に空きがある場合は、当日参加もできます。

せき ずい

あ



認知症を考える伊勢地区つどい
（社）認知症の人と家族の会三重支部・
伊勢地区つどい担当　桑原さん（☎24-2171）
とき／12月16日（木）、午後1時30分～4時　とこ
ろ／いせ市民活動センター南館（パルティいせ）・
2階会議室　対象／本人やその家族、医療関係者、
認知症の人の介護に携わっている専門職の人など
内容／認知症に関する悩みなどを参加者同士で意
見交換し、不安解消や相互理解を図ります　定員／
20人（先着順）　参加費／500円（会員は300円）

ダンス同好者交流舞踏会
伊勢市老人クラブ連合会芸寿会社交ダンス部・
松月さん（☎28-2319）
とき／平成23年1月8日（土）、午後1時30分～
3時30分　ところ／福祉健康センター・2階娯楽
室　内容／美しい音楽に包まれ、社交ダンスを楽
しみます　参加費／ 200円
※事前申し込みは不要です。

白石陶芸会展
白石陶芸会・橋川さん（☎25-1932）
とき／平成23年1月14日（金）～16日（日）、午前
9時～午後5時（最終日は午後3時20分まで）
ところ／生涯学習センターいせトピア・1階ふれ
あい広場　内容／市内の陶芸クラブ6団体による
合同陶芸作品展

イセ歌声喫茶の集い
イセ歌声喫茶の集い・阿部さん（☎25-7900）
とき／平成23年1月15日（土）・2月19日（土）・
3月19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）

税制ポスター作品展
（社）伊勢法人会青年部会（☎28-5665）
とき／平成 23年 2月 25日（金）～ 27日（日）
ところ／イオンララパークショッピングセン
ター・1階はあと広場　内容／小学生が描いた
「税金」をテーマとしたポスターの展示
※2月27日（日）・午後3時から、表彰式を行い
ます。
※1月31日（月）〔必着〕まで、作品を募集してい
ます。詳しくは、同会へ問い合わせてください。

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。

伊勢市都市マスタープラン全体構想
一部改定案への意見を募集
都市計画課（☎21-5591、FAX21-5585）

都市計画に関する基本的な方針として平成21
年5月に策定した「伊勢市都市マスタープラン全
体構想」について、一部改定を進めています。
改定案がまとまりましたので、次のとおり意見
を募集します。
募集期間　12月24日（金）～平成23年1月14日（金）

〔必着〕
提出方法　住所・氏名・電話番号・意見を記入（様式

は自由）し、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toshikei@city.ise.mie.jp）へ

案の閲覧
構想案は、意見募集の期間中、同課、総務課、市
役所本館・１階市民ホール、各総合支所地域振興課、
各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習セン
ターいせトピア、二見生涯学習センター、市民活
動センターでご覧いただけます。また、市のホー
ムページにも掲載します。

健康の日における啓発事業
リフレッシュクラブ
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防に、運
動は欠かせません。音楽に合わせ、楽しく体を動
かしましょう。
と　　き　平成23年1月11日（火）・17日（月）・

24日（月）・31日（月）・2月7日（月）、
午後1時30分～ 3時〔計5回〕

と こ ろ　福祉健康センター・2階娯楽室
対　　象　市内在住で、今までに参加したことの

ない人
内　　容　生活習慣病予防のための運動の理論と

方法、ストレッチやウォーキングなど
を取り入れた健康づくり体操

定　　員　70人（先着順）
持 ち 物　運動のできる服装・靴、飲み物、バス

タオル、フェイスタオル
申し込み　電話またはファクスで同課へ
予算額〔平成22年度〕　1万9千円

（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）

冬至の日には、伊勢神宮（内宮）の宇治橋の鳥
居中央から朝日が昇り、神秘的な光景を見ること
ができます。
と　　き　12月22日（水）、午前7時30分ごろ～
と こ ろ　伊勢神宮（内宮）・宇治橋前
※午前7時30分ごろから、冬至ぜんざいの振る舞い
（マイ箸・マイカップ持参の人を優先）を行います。

冬至祭
獣害対策にご理解を
農林水産課（☎22-0370）

若者の自立に向けた訪問支援
若者就業サポートステーション・みえ
（☎津059-271-9333）

社会的自立への悩みを抱えながらも相談機関に
来所できない若者（39歳ぐらいまで、就学者を
除く）やその保護者などを対象として、訪問支援
員が家庭を訪問し、若者が自立に向けて踏み出せ
るように支援します。
利用期間　平成23年3月31日（木）まで
利 用 料　無料

二見ふれ愛マラソン
二見総合支所地域振興課（☎42-1111）

と　　き　平成23年1月23日（日）（荒天の場合
は1月30日（日）に延期）

コ ー ス　二見グラウンド～海岸堤防沿い
種　　目　①小学1・2年生… 1㎞、②小学3・4

年生…1.5㎞、③小学5・6年生…2㎞、
④中学生… 4㎞、⑤親子ジョギング…
1.5㎞

参加資格　①～④市内の小・中学生、⑤市内の小
学生とその保護者

定　　員　①②③各60人程度、④120人程度、⑤
60組程度

申し込み　12月27日（月）までに、申し込み用紙
（市内の小・中学校にあります）を同課へ

予算額〔平成22年度〕　30万円

起業家支援室を使って
起業してみませんか！
産業支援課（☎63-5677）

市では、産業振興の一環として、起業家を支援
するために事務スペースを有料で提供しています。
次のとおり、起業家支援室の使用者を募集しま
すので、希望する人は申請してください。
使用期間　平成23年4月1日から3年以内

（毎年、更新の審査があります）
申　　請　12月28日（火）・午後5時までに、必要

書類を直接同課（産業支援センター内）へ
※使用料金や申請時に必要な書類など、詳しくは
同課へ問い合わせるか、市のホームページをご
覧ください。

道路の路面凍結に注意！
交通政策課（☎21-5508）

これからの季節は、道路の路面が凍結しやすく
なり、車両のスリップ事故や歩行者の転倒事故が
発生しやすくなります。特に、早朝や夜間は十分
に注意してください。
また、道路上への散水は事故につながる可能性
があるため、控えていただきますようお願いします。

野生動物による農作物や
生活環境への被害が、全国
各地で問題となっています。
市内でも、宮本地区や沼木
地区を中心に、イノシシ・
シカ・サルなどによる被害
に悩まされています。
被害を軽減させようと、防護柵の設置など、さま
ざまな対策に取り組んでいますが、中でもサルに
対しては、ロケット花火などを使った追い払いが
効果的だと言われ、被害を受けている地域の農家
の皆さんが主体となって取り組んでいます。
追い払いの際、花火の破裂音などでご迷惑をお
掛けすることがありますが、獣害対策を効果的に
進めていくためには、地域全体が共通の問題意識
を持ち、取り組む必要があります。皆さんのご理
解・ご協力をお願いします。

子育てしながら働きたい
あなたを応援します！

ハローワーク伊勢では、子ども連れでも来所し
やすい環境を整えるとともに、子育て中の人の仕
事探しをお手伝いするため、マザーズコーナーを
設置しています。気軽にお越しください。

ハローワーク伊勢（☎27-8609）



認知症を考える伊勢地区つどい
（社）認知症の人と家族の会三重支部・
伊勢地区つどい担当　桑原さん（☎24-2171）
とき／12月16日（木）、午後1時30分～4時　とこ
ろ／いせ市民活動センター南館（パルティいせ）・
2階会議室　対象／本人やその家族、医療関係者、
認知症の人の介護に携わっている専門職の人など
内容／認知症に関する悩みなどを参加者同士で意
見交換し、不安解消や相互理解を図ります　定員／
20人（先着順）　参加費／500円（会員は300円）

ダンス同好者交流舞踏会
伊勢市老人クラブ連合会芸寿会社交ダンス部・
松月さん（☎28-2319）
とき／平成23年1月8日（土）、午後1時30分～
3時30分　ところ／福祉健康センター・2階娯楽
室　内容／美しい音楽に包まれ、社交ダンスを楽
しみます　参加費／ 200円
※事前申し込みは不要です。

白石陶芸会展
白石陶芸会・橋川さん（☎25-1932）
とき／平成23年1月14日（金）～16日（日）、午前
9時～午後5時（最終日は午後3時20分まで）
ところ／生涯学習センターいせトピア・1階ふれ
あい広場　内容／市内の陶芸クラブ6団体による
合同陶芸作品展

イセ歌声喫茶の集い
イセ歌声喫茶の集い・阿部さん（☎25-7900）
とき／平成23年1月15日（土）・2月19日（土）・
3月19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）

税制ポスター作品展
（社）伊勢法人会青年部会（☎28-5665）
とき／平成 23年 2月 25日（金）～ 27日（日）
ところ／イオンララパークショッピングセン
ター・1階はあと広場　内容／小学生が描いた
「税金」をテーマとしたポスターの展示
※2月27日（日）・午後3時から、表彰式を行い
ます。
※1月31日（月）〔必着〕まで、作品を募集してい
ます。詳しくは、同会へ問い合わせてください。

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。

伊勢市都市マスタープラン全体構想
一部改定案への意見を募集
都市計画課（☎21-5591、FAX21-5585）

都市計画に関する基本的な方針として平成21
年5月に策定した「伊勢市都市マスタープラン全
体構想」について、一部改定を進めています。
改定案がまとまりましたので、次のとおり意見
を募集します。
募集期間　12月24日（金）～平成23年1月14日（金）

〔必着〕
提出方法　住所・氏名・電話番号・意見を記入（様式

は自由）し、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toshikei@city.ise.mie.jp）へ

案の閲覧
構想案は、意見募集の期間中、同課、総務課、市
役所本館・１階市民ホール、各総合支所地域振興課、
各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習セン
ターいせトピア、二見生涯学習センター、市民活
動センターでご覧いただけます。また、市のホー
ムページにも掲載します。

健康の日における啓発事業
リフレッシュクラブ
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防に、運
動は欠かせません。音楽に合わせ、楽しく体を動
かしましょう。
と　　き　平成23年1月11日（火）・17日（月）・

24日（月）・31日（月）・2月7日（月）、
午後1時30分～ 3時〔計5回〕

と こ ろ　福祉健康センター・2階娯楽室
対　　象　市内在住で、今までに参加したことの

ない人
内　　容　生活習慣病予防のための運動の理論と

方法、ストレッチやウォーキングなど
を取り入れた健康づくり体操

定　　員　70人（先着順）
持 ち 物　運動のできる服装・靴、飲み物、バス

タオル、フェイスタオル
申し込み　電話またはファクスで同課へ
予算額〔平成22年度〕　1万9千円

（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）

冬至の日には、伊勢神宮（内宮）の宇治橋の鳥
居中央から朝日が昇り、神秘的な光景を見ること
ができます。
と　　き　12月22日（水）、午前7時30分ごろ～
と こ ろ　伊勢神宮（内宮）・宇治橋前
※午前7時30分ごろから、冬至ぜんざいの振る舞い
（マイ箸・マイカップ持参の人を優先）を行います。

冬至祭
獣害対策にご理解を
農林水産課（☎22-0370）

若者の自立に向けた訪問支援
若者就業サポートステーション・みえ
（☎津059-271-9333）

社会的自立への悩みを抱えながらも相談機関に
来所できない若者（39歳ぐらいまで、就学者を
除く）やその保護者などを対象として、訪問支援
員が家庭を訪問し、若者が自立に向けて踏み出せ
るように支援します。
利用期間　平成23年3月31日（木）まで
利 用 料　無料

二見ふれ愛マラソン
二見総合支所地域振興課（☎42-1111）

と　　き　平成23年1月23日（日）（荒天の場合
は1月30日（日）に延期）

コ ー ス　二見グラウンド～海岸堤防沿い
種　　目　①小学1・2年生… 1㎞、②小学3・4

年生…1.5㎞、③小学5・6年生…2㎞、
④中学生… 4㎞、⑤親子ジョギング…
1.5㎞

参加資格　①～④市内の小・中学生、⑤市内の小
学生とその保護者

定　　員　①②③各60人程度、④120人程度、⑤
60組程度

申し込み　12月27日（月）までに、申し込み用紙
（市内の小・中学校にあります）を同課へ

予算額〔平成22年度〕　30万円

起業家支援室を使って
起業してみませんか！
産業支援課（☎63-5677）

市では、産業振興の一環として、起業家を支援
するために事務スペースを有料で提供しています。
次のとおり、起業家支援室の使用者を募集しま
すので、希望する人は申請してください。
使用期間　平成23年4月1日から3年以内

（毎年、更新の審査があります）
申　　請　12月28日（火）・午後5時までに、必要

書類を直接同課（産業支援センター内）へ
※使用料金や申請時に必要な書類など、詳しくは
同課へ問い合わせるか、市のホームページをご
覧ください。

道路の路面凍結に注意！
交通政策課（☎21-5508）

これからの季節は、道路の路面が凍結しやすく
なり、車両のスリップ事故や歩行者の転倒事故が
発生しやすくなります。特に、早朝や夜間は十分
に注意してください。
また、道路上への散水は事故につながる可能性
があるため、控えていただきますようお願いします。

野生動物による農作物や
生活環境への被害が、全国
各地で問題となっています。
市内でも、宮本地区や沼木
地区を中心に、イノシシ・
シカ・サルなどによる被害
に悩まされています。
被害を軽減させようと、防護柵の設置など、さま
ざまな対策に取り組んでいますが、中でもサルに
対しては、ロケット花火などを使った追い払いが
効果的だと言われ、被害を受けている地域の農家
の皆さんが主体となって取り組んでいます。
追い払いの際、花火の破裂音などでご迷惑をお
掛けすることがありますが、獣害対策を効果的に
進めていくためには、地域全体が共通の問題意識
を持ち、取り組む必要があります。皆さんのご理
解・ご協力をお願いします。

子育てしながら働きたい
あなたを応援します！

ハローワーク伊勢では、子ども連れでも来所し
やすい環境を整えるとともに、子育て中の人の仕
事探しをお手伝いするため、マザーズコーナーを
設置しています。気軽にお越しください。

ハローワーク伊勢（☎27-8609）
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市では、市民・地縁組織・市民活動団体・企業・
大学・行政などが協働のまちづくりを実践するた
めの指針となる、基本ルールの策定を進めてい
ます。
このルールには、協働のまちづくりを目指して
活動するときの基本的な考え方と、企画・実施し
ていくための標準的な手順を示します。
中間案がまとまりましたので、次のとおり意見
を募集します。
募集期間　12月15日(水)～平成23年1月21日

(金)〔必着〕
提出方法　住所・氏名・電話番号・意見を記入

（様式は自由）し、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kouryu@city.ise.mie.jp）へ

案の閲覧
中間案は、意見募集の期間中、同課、総務課、
市役所本館・１階市民ホール、各総合支所地域振
興課、各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学
習センターいせトピア、二見生涯学習センター、
いせ市民活動センター、社会福
祉協議会本所および各支所でご
覧いただけます。また、市のホー
ムページにも掲載します。
協働の基本ルール策定経費
〔平成22年度予算〕　約32万円

日本脳炎定期予防接種
実施医療機関のお知らせ

今年8月から再開された日本脳炎2期（9歳～
13歳未満）の予防接種は、次の医療機関でも実
施できます。
医療機関　おざき内科クリニック・西山クリニック・

山崎外科内科・山本医院

観光文化会館自主事業
第1回伊勢市長杯カラオケ大会2011
観光文化会館（☎28-5105）

と　　き　平成23年4月17日（日）、午前9時30分 ～
（開場は午前9時）

と こ ろ　観光文化会館
出 演 者　市民100人
入 場 料　無料
※整理券が必要となります。整
理券は、12月15日（水）から、
同館事務所で配付します。

出場者を募集
募集人数
•審査の部（一般）…50人
•審査の部（シルバー〔70歳以上〕）…30人
•発表の部（一般・シルバーの区別なし）…20人
参 加 費　審査の部8,000円、発表の部6,000円
申し込み　平成23年2月28日（月）までに同館へ
※審査の部では、グランプリ賞（一般・シルバー
総合）1人、および一般・シルバー各部門の最
優秀賞・優秀賞・歌唱賞各1人が選ばれます。

いせファミリー・サポート・センター交流会
親子で楽しく体を動かそう
いせファミリー・サポート・センター（☎28-5692）
こども課（☎21-5561）

協働の基本ルールへの意見を募集
市民交流課（☎21-5549、FAX21-5642）

健康課（☎27-2435）

三重大学公開セミナー
みえアカデミックセミナー2010
移動講座 in 伊勢
生涯学習センターいせトピア
（☎21-0900、FAX21-0909）

音楽に合わせて親子でスキンシップをします。
寒い冬でも体はぽっかぽか‼
と　　き　平成23年1月22日（土）、午前10時～

11時30分
と こ ろ　生涯学習センターいせトピア・3階研

修室
対　　象　小学生以下の子どもとその保護者
講　　師　山本麻里さん（そはら舞踊研究所主宰）
定　　員　20組（先着順）
申し込み　12月20日（月）・午前10時から、電話

で同センターへ

自動車事故による被害者への援護

交通遺児などへ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
「介護を要する後遺障害」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
「介護を要する後遺障害」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、
等級認定が変更になっています。

自動車事故専門の病院の運営
自動車事故による脳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。

独立行政法人自動車事故対策機構三重支所
（☎四日市059-350-5188）

督促手続オンラインシステムを開始
津地方裁判所総務課（☎津059-226-4172）

今年11月から、ホームページ上で支払督促手
続ができる「督促手続オンラインシステム」が利
用できるようになりました。
支払督促手続とは、貸金・立替金・売買代金な
どの金銭債務を相手（債務者）が支払わない場合、
申立人（債権者）の申し立てに基づき、簡易裁判
所の裁判所書記官が支払督促を行う簡易な裁判手
続きです。
このシステムを利用すると、ホームページ上で、
支払督促の申立書データの作成や、申し立てをし
た案件の進行状況の確認ができるほか、インター
ネットバンキングや ATM（現金自動預払機）を
利用して手数料などを納付できるなど、利便性が
図られます。
詳しくは、督促手続オンラインシステムのホー
ムページ（http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-
G-1010.html）をご覧ください。

12月18日（土）　13：00～17：00
伊勢市ブックフェスティバル
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（☎22-7886）

平成23年1月8日（土）　9：30～
消防出初め式
ところ：県営サンアリーナ・サブアリーナ
問い合わせ：消防本部総務課（☎25-1206）

平成23年1月9日（日）　10：00～15：00
いせトピア新春まつり
ところ：生涯学習センターいせトピア
問い合わせ：生涯学習センターいせトピア

（☎21-0900）

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。

と　　き　平成23年1月30日（日）、午後1時30
分～ 3時

と こ ろ　生涯学習センターいせトピア・3階研
修室

内　　容　講演「中世の伊勢神宮と仏教」山田雄
司さん（三重大学人文学部准教授）

定　　員　100人（先着順）
申し込み　電話・ファクス・Ｅメールで同センター

（アドレスinfo@isetopia.jp）へ
※座席に空きがある場合は、当日参加もできます。

せき ずい

あ


