
伊勢市 

水道職員を名乗る不審者に注意！ 
上水道課（142-1512） 
　県内で、水道職員を名乗って水道メーターの取
り替え工事代金を請求する事件が発生しました。 
　伊勢市では、水道メーターの取り替えは無料で
行っています。 
　不審な訪問があった場合は、すぐに代金を支払
わず、市に確認するなど十分に注意してください。 

※募集期間中、津市・名張市・四日市市で体験談
＆説明会を開催します。 
※詳しくは、同協会へ問い合わせるか、JICAのホ
ームページ（http://www.jica.go.jp）をご覧く
ださい。 

健康の日における啓発事業 
ウォーキング大会 
健康課（127-2435、FAX21-0683） 

と き  
と こ ろ 
対 象  
内　  容 
 
講 師  
 
定 員  
持 ち 物  
 
申し込み 

４月11日（日）、午前９時30分～正午 
ハートプラザみその 
市内在住の人 
ウォーキング（雨天の場合は室内運動）、
歩き方の講習 
小木曽一之さん（皇學館大学教育学部准
教授） 
60人（先着順） 
運動のできる服装・靴、歩数計（持って
いる人）、飲み物 
電話またはファクスで同課へ 

と き  
 
と こ ろ 
内　  容 
 
 
 
 
 
 
 
定 員  
入 場 料  
 

３月19日（金）、①午後７時～７時50分・
②午後８時～９時25分 
伊勢進富座（曽祢２丁目８-27） 
①講演会…イラン・イラクやクルド民族
の現状について、歴史的背景を踏まえて
解説します（講師：新谷英治さん〔関西
大学文学部教授〕） 
②映画上映会「ブラックボード～背負う
人～」…イラン・イラク戦争中にクルド
人の町を襲った悲劇を題材に、さまざま
な人間ドラマを描く映画を上映します 
120人 
大人1,000円（前売り800円）、小学生～
高校生800円（前売り300円） 

　ウォーキングの習慣は、肥満や生活習慣病の予防、
若々しい体づくり、ストレス解消に効果があります。
　楽しく歩いて健康づくりを進めましょう。 

※入場券は、同事務局・いせ市民活動センター・
伊勢進富座で販売しています。 

国際理解講座 
講演会＆映画上映会 
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局 
（121-5549） 

と き  
 
と こ ろ 
内　  容 
 

３月28日（日）、午後１時30分～３時30
分（受け付けは午後１時～） 
西コミュニティセンター（二見町西866） 
松くい虫被害と松林再生についての講
演（講師：黒田慶子さん〔独立行政法
人森林総合研究所関西支所地域研究監〕）、
二見地区松林再生計画の説明、パネル
ディスカッション「みんなで取り組む
二見松原再生」 

JICAボランティアを募集 
（社）青年海外協力協会中部支部 
（1名古屋052-459-7229） 

　独立行政法人国際協力機構（JICA）では、開発
途上国で現地の人々と一緒に生活をしながら、共
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。 

募集期間 ３月24日（水）～５月上旬 

二見地区松林再生シンポジウム 
農林水産課（122-0370） 
　二見地区の松林再生計画の策定に当たり、松林
の大切さを考えるシンポジウムを開催します。 

ジ ャ イ カ  



こうじゅ 

※参加者には、みんなで作ったコシヒカリを進呈
します。 

　まちづくり市民会議・産業分科会で農業を通じたまちの活性化を考えている「勢農会」 
では、農業への理解を深めることを目的に、農業体験を実施します。 

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

４月～９月の土曜日・日曜日・祝日の
うち10日程度 
西豊浜町内の農地 
市内在住で野菜作りに興味があり、作
業日以外の日にも畑へ通って栽培管理
ができる人 
夏野菜（ナス・トマト・キュウリなど）
の栽培についての講習、定植から収穫
までの作業体験 
40人（申し込み多数の場合は抽選） 
3,000円 
３月26日（金）までに、電話で同課へ 

とき／①３月28日（日）・午前10
時～午後３時、②３月28日（日）
～４月４日（日）　ところ／①音
無山・中腹、②夫婦岩表参道　
内容／①記念植樹・二見太鼓の
演奏・さくら茶の振る舞いが行
われるほか、二見の名産品など
が並びます、②まちかどフォト
ギャラリー（写真展示）、「二見
浦のさくらを写そう！！」写真コ
ンテストの作品募集 

おはらりゅう 

しゅんぷうばんか 

とき／３月27日（土）・午前10時
～午後６時、３月28日（日）・午
前10時～午後５時　ところ／観
光文化会館・４階　内容／同支
部会員による生け花の展示 

支部創立30周年記念 

いけばな小原流展 
「春風万華」 
（財）小原流伊勢志摩支部・ 
前田さん（1志摩0599-46-0308） 

とき／３月25日（木）～30日（火）、
午前９時～午後５時（最終日は
午後４時まで）　ところ／伊勢図
書館・２階展示ホール　内容／
サンライフ伊勢・型紙教室の受
講生35人が制作した型紙の作品
展 

とき／３月19日（金）～23日（火）、
午前９時～午後７時（初日は午
前11時から、最終日は午後５時
まで）　ところ／伊勢図書館・２
階展示ホール　内容／写真クラ
ブ会員８人による写真（48点）
と田村光壽さんによる彫刻（10点）
の展示 

型紙同好会作品展 
サンライフ伊勢　型紙同好会・ 
鮎澤さん（122-3071） 

写真・彫刻展 
フォトクラブ2000と 
田村光壽 
山根さん（128-3793） 

二見浦さくらまつり 
二見浦さくらまつり実行委員会 
（142-1111〔二見総合支所地域 
振興課〕） 

とき／５月４日（祝）、午前９時～
午後３時　ところ／ロマンの森伊
勢三郷山（集合場所は福祉健康セ
ンター・２階）　内容／三郷山を
散策して身近な薬草に親しむ観察
会　定員／30人（申し込み多数
の場合は抽選）　申し込み／４月
15日（木）までに、往復はがきに
郵便番号・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入し、同会（〒516-
0014 楠部町3039）へ 

薬用植物観察会 
伊勢薬剤師会（120-0133） 

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

４月～９月の土曜日・日曜日・祝日のう
ち10日程度 
西豊浜町内の農地 
市内在住の人（小学生以下は保護者同伴） 
田植え・稲刈り・精米などの稲作作業 
※作業の合間にスイカなども栽培します。 
100人（申し込み多数の場合は抽選） 
3,000円（小学生以下は500円） 
３月31日（水）までに、電話で同課へ 

稲作学校・野菜づくり学校 
農林水産課（122-0370） 

稲作学校 野菜づくり学校 

ほ 

とき／４月２日（金）～４日（日）、
午前９時30分～午後５時（最終
日は午後4時まで）　ところ／観
光文化会館・４階　内容／同会
会員や子どもたちによる書の作
品（約250点）の展示 

穂の会書作展 
穂の会社中・小林さん 
（120-5818） 



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。 

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。 

し ん え ん  

で 　 ず  

て ら だ に あ い わ  

とき／３月27日（土）、午後６時～ 
ところ／観光文化会館　内容／油
屋おこんの哀れな生涯を題材にし
た、熊野市の市民劇団による創作
劇　入場料／2,000円 

創作郷土劇 

寺谷哀話・油屋おこん 
紀の川良子と市民劇団・伊勢後援 
会事務局（124-6767〔石吉〕） 

とき／４月４日（日）、午前７時～ 
ところ／神宮相撲場（宇治中之切
町152）　内容／けいこ相撲、幕下・
十両・幕内力士の取組、幕内力士
によるトーナメント戦（午後１時
～）　入場料／大人3,800円（前
売り3,500円）、中学生・高校生
1,000円、小学生500円 

※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）奉納をします。 

神宮奉納大相撲 
（財）伊勢神宮崇敬会 
（122-0001） 

とき／３月21日（祝）・午前10時
30分～午後３時30分（全10回〔予
定〕）　ところ／おかげ横丁　内
容／「民話や神話」を子どもたち
と楽しむオリジナル紙芝居 

とき／３月28日（日）・午前10時
～午後３時45分（全６回〔予定〕） 
ところ／おかげ横丁　内容／平
安朝装束の着付け・神職の作法・
簡単な舞の体験、雅楽の演奏 

皇學館大学横丁塾 
紙芝居・平安朝装束体験 
皇學館大学総合企画室 
（122-6496） 

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（124-2171） 

とき／３月20日（土）・４月17日
（土）・５月15日（土）、午後２時～ 
ところ／喫茶ロッジ（御薗町新
開64-８）　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） 

イセ歌声喫茶の集い 
高橋さん（122-0858） 

とき／４月２日（金）、午前９時30
分～午後３時30分（正午～午後１
時を除く）　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 
（社）三重県不動産鑑定士協会 
（1津059-229-3671） 

とき／３月18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） 

４月１日（木）　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） 

３月９日（火）～４月11日（日）　9：00～16：30 
（月曜日〔祝日の場合は翌日〕を除く） 

郷土資料館特別展 
地図で見る伊勢のすがた 
　ところ：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） 

３月28 日（日）　14：00～ 
観光文化会館自主事業 
林家正蔵・三平襲名記念落語会 
　ところ：観光文化会館 
　入館料：3,500円、ペアチケット6,500円 
　問い合わせ：観光文化会館（128-5105） 

紙芝居 

平安朝装束体験 



もうすぐ桜の季節です　～桜の見どころ～  
観光事業課（121-5566）、観光企画課（121-5565） 

発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課（121-5515）　URL／http://www.city.ise.mie.jp

　市内には、桜の見どころがたくさんあります。 
　例年、３月下旬ごろから桜は開花しますが、気候や天候によっ
て早くなったり、遅くなったりします。また、桜の種類や咲く場
所によっても開花時期は異なります。 

　江戸時代から桜の名所として知られ、約１キロ
メートルにわたり約1,000本の桜が並びます。 
　県内有数の桜の名所となっており、「日本のさ
くら名所100選」にも選定されています。 
　３月27日（土）～４月11日（日）の春まつり期間中
はライトアップされます。 
※４月３日（土）・午前10
時～午後３時に「桜祭
り」を開催し、市民参
加の催しを行います。 

　御幸道路沿いでは、道沿いに立ち並ぶ石灯籠と
一体となって桜を見ることができ、レトロ（懐古的）
な気分でゆったりと散策を楽しむことができます。 
　また、神宮徴古館周辺にも桜が咲き、木々の緑
との美しい組み合わせが見られます。 

　野球場や駐車場の周囲に桜が咲きます。静かに
花見を堪能したい人にはお薦めの場所です。 

　清流宮川を背景に、淡いピンク色の美しい花が
咲きます。まだ若木の桜ですが、新たな桜の名所
として将来が楽しみな場所です。 

　五十鈴川の清流と山々を背景
に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。 
　夜になるとライトアップされ、
川面に映える美しい姿も見どこ
ろです。 
※３月下旬から、五十鈴川桜ま
つりが開催されます。 

◆　お　願　い　◆ 
　花見をするときは、花や枝を傷付けない、ごみ

は持ち帰る、火気を使用しないなど、それぞれの

場所で決められたルールを守り、みんなが気持ち

よく鑑賞できるようにしましょう。 

　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。 
　３月26日（金）からライ
トアップされます。 
※３月28日（日）～４月４
日（日）に、二見浦さく
らまつりが開催されま
す。 

　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。 

　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
合いが美しい桜です。 
　全国的にも珍しい種類で、例年、４月上旬に咲
き始めます。 
※３月27日（土）～４月11日（日）に、横輪桜まつ
りが開催されます。 

　オヤネザクラは、豊宮崎文庫（国の史跡）の創

設者の一人・出口延佳の家の屋根に咲いていたこ
とから名付けられ、施設を造るときに、その桜の
苗木が植え替えられました。 
　市の天然記念物に指定されています。 
※オヤネザクラを保護するため、敷物を敷いたり、
飲食する行為は禁止しています。 

宮川堤（中島１丁目） 

五十鈴川堤（宇治中之切町） 

倉田山公園（神田久志本町） 

宮川ラブリバー公園（御薗町） 

御幸道路・神宮徴古館（神田久志本町・楠部町） 

音無山（二見町） 

横輪桜（横輪町） 

内宮神苑（宇治館町） 

旧豊宮崎文庫（岡本3丁目） 

　シダレザクラ・ソメイヨシノなどが緑深い公園
を明るく彩ります。 

離宮院公園（小俣町本町） 

しんえん  

そ と お り  

の ぶ よ し  

ひ め  




