
伊勢市

6／15号
2010年（平成22年）おしらせ版おしらせ版

教科書の見本を展示

来年度から、小学校の教科書が変わります。
このため、今年度は、どの教科書が良いかを検討
し、選定する年に当たります。
これに伴い、次のとおり教科書の見本を展示し
ますので、ぜひご覧いただき、会場に設置している
アンケートで意見をお聞かせください。
と　　き　６月18日（金）～７月２日（金）〔６月21

日（月）を除く〕、午前９時～午後９時
と こ ろ　生涯学習センターいせトピア・３階ロ

ビー（教科書センター）
※教科書センターには、小・中学校および高等学
校で使用されている教科書が常設展示されてい
ます。

病院説明会
伊勢総合病院総務課（☎23-5111）

と　　き　６月19日（土）、午前10時～11時30分
と こ ろ　伊勢総合病院・２階会議室
対　　象　病院への就職を希望している人、病院

の仕事に興味がある人
内　　容　医療部と看護部についての説明
※当日参加も可能ですが、
なるべく事前に同課へ
申し込んでください。

７月25日の任期満了に伴う参議院議員通常選
挙が、今年の夏に執行されます。
期日前投票について、今回の選挙から、住んで
いる地域にかかわらず、市内のどの期日前投票所
でも行うことができるようになります。

期日前投票

と　　き　公示日の翌日～投票日の前日、午前８
時30分～午後８時

と こ ろ　•市役所東庁舎・４階第３会議室
•二見総合支所
•小俣公民館（小俣総合支所隣）
•御薗公民館（御薗総合支所内）

※詳しくは、選挙期日（投票日）決定後に発行する
　「選挙のおしらせ」をご覧ください。

ふれあい交流事業
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）

と　　き　７月22日（木）、午前10時～11時30分
と こ ろ　二見老人福祉センター・集会室
内　　容　陶芸家・辻田岳秀さん（日本工芸会正

会員）の指導を受け、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

参 加 費　無料
申し込み　７月12日（月）までに同課へ
事 業 費　30万円（平成22年度予算）

勢田川七夕大そうじ
環境課（☎21-5541）

と　　き　７月４日（日）、午前８時～９時
〔荒天の場合は７月11日（日）に延期〕

と こ ろ　勢田川・朝川・桧尻川の沿岸
集合場所　•沿岸地区の人…自治会が指定する場所

•一般参加者…明倫小学校（岡本１丁
目）、東邦ガス駐車場（船江２丁目）、
一色公園（一色町）

※清掃道具は各自で持参してください。
事 業 費　45万円（平成22年度予算）

参議院議員通常選挙のお知らせ
選挙管理委員会（☎21-5635）

学校教育課（☎22-7881）



放送大学の学生（10月入学）を募集
放送大学三重学習センター（☎津059-233-1170）

種　　類　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）

対　　象　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

学習方法　自宅のテレビ（CSデジタル放送・
ケーブルテレビ放送）またはビデオ
テープなどで授業を視聴

募集期間　８月31日（火）まで
※入学試験はありません。

ピアノトリオコンサート
伊勢音楽鑑賞愛好会
（☎090-4113-7991）
とき／７月10日(土)、午後２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／
畠中真理子さん（ピアノ）・田中
雅子さん（バイオリン）・松岡
陽平さん（チェロ）による演奏
会　入場料／一般 3,000円（前
売 り 2,500円）、小 学 生 以 下
2,000円（前売り 1,500円）

佐々木正美先生講演会
発達障害児の
思春期に向けて
風の広場（☎29-0325）
とき／７月11日(日)、午前10時～
午後４時　ところ／観光文化会
館・４階大会議室　講師／佐々
木正美さん（児童精神科医師）
受講料／2,000円　申し込み／
７月９日(金)までに、受講料を
郵便局の振替口座（口座番号：
00870-0-124326、加入者名：
佐々木正美先生講演実行委員会）
へ送金
※受領証が入場券となりますので、
当日持参してください。
※当日券（2,200円）もあります

イセ歌声喫茶の集い
阿部さん（☎25-7900）
とき／６月19日(土)・７月17日
(土)・９月18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）

kotobaフォーラム
〈母語・にほんご
VS外国語・えいご〉
kotobaフォーラム実行委員会・
中川さん
（☎24-3675、FAX24-3681）
とき／６月27日(日)、午後６時
15分～９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／講演「共に育と
う 親と子と」浜辺恒男さん（元
宇治山田商業高等学校校長）、
英語・日本語を使った歌と劇の
発表、ことばワークショップ　
参加費／500円（資料代含む）
〔１家庭につき２人目からは
300円〕　申し込み／６月24日
(木)までに、住所・氏名・職業
または学年・電話番号を、電話・
ファクス・Ｅメールで同実行委
員会（アドレス nike-miu@
amber.plala.or.jp）へ

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／６月17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）

「能面」写真展
一色町能楽保存会・吉川さん
（☎25-6526）
とき／６月26日(土)～７月５日
(月)、午前９時～午後７時　
ところ／伊勢図書館・２階展示
ホール　内容／一色町が所蔵し
ている能面（県の有形文化財に
指定されている室町時代～江戸
時代のもの）の写真展示

カラオケ発表会
東さん（☎24-8362）
とき／６月26日(土)、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・三川
ゆりさん）や一般出場者による
カラオケの発表

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／７月３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／社交ダンスを楽しみ、交
流を深めます　参加費／200円

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（☎58-9133）
とき／６月17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（遺産分割協議書）・遺言書、
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

ほうじょう



子どもの人権110番
津地方法務局人権擁護課（☎津059-228-4193）

学校でのいじめや家庭での児童虐待は、依然として数多く発生しています。
子どもたちをめぐるさまざまな人権問題の解決を図るため、「子どもの人権
110番」強化週間に相談電話を設けます。
と　　き　６月28日(月)～７月４日(日)、午前８時30分～午後７時

〔７月３日（土）・４日（日）は午前10時～午後５時〕
電話番号　フリーダイヤル 0120-007-110

市民公開講座
山田赤十字病院
（☎20-6284、FAX28-2965）
とき／７月11日(日)、午後２時～
４時　ところ／ハートプラザ
みその　内容／講演「がん患者
から学んだこと～身体と心と知
恵～」山口建さん（静岡がんセ
ンター総長）　定員／200人
（先着順）　申し込み／住所・
氏名・ふりがな・年齢・電話番
号を、直接・はがき・ファクス
で同病院（〒516-0805 御薗町
高向810）へ

建労まつり
三重県建設労働組合伊勢支部
（☎23-5535）
とき／６月27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）　
内容／住まいの相談会、親子木
工教室、耐震診断や家具固定方法
に関する展示、小学生の絵画コン
クール優秀作品展示、タイルアー
ト、抽選会など

二見大祭しめなわ曳
二見大祭しめなわ曳実行委員会
（☎43-2363〔茶屋区事務所〕）
とき／７月14日(水)、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
※動きやすい服装であれば、当
日参加できます。

「犬と猫と人間と」上映会
三重「犬と猫と人間と」を観る会・
奥村さん（☎080-6165-7410）
とき／６月19日(土)･20日(日)・
午後１時20分～３時20分･午後
７時30分～９時30分、６月21
日 (月)～24日(木)・午後１時20
分～３時20分　ところ／伊勢進
富座（曽祢２丁目8-27）　内容／
犬・猫を通じて人に優しい社会
や平和について考えるドキュメ
ンタリー映画の上映　入場料／
18歳以上1 , 5 0 0円（前売り
1,000円）、18歳未満1,000円
（前売り500円）

伊勢子ども自然・文化
体験ユースキャンプ
（社）日本青伸会
（☎・FAX東京03-3261-8565）
とき／①７月29日(木)～８月３
日(火)、②７月31日(土) ～ ８ 月
３日(火)　ところ／ひもろぎの
里（勢田町88）　対象／①小学４
年生～中学３年生、②小学１年生
～４年生　内容／自然観察、講
話、絵画教室、飯ごう炊飯、キャ
ンプファイヤーなど　定員／①
40人、②20人（いずれも先着
順）　参加費／①14,000円、②
10,000円　申し込み／各開催
日の５日前までに、申し込み
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 2-3-2-202）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。

童謡の風景
わらべ・西村さん（☎36-2829）
とき／６月26日(土)、午後２時～
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／朗読と歌
によるコンサート　入場料／
500円（前売り券）

伊勢愛唱会歌唱祭
森山歌謡教室（☎29-0056）
とき／６月20日(日)、午前９時
45分～　ところ／生涯学習セン
ターいせトピア・多目的ホール
内容／同教室の生徒による演歌・
歌謡曲の発表会

ホスピスのこころを語ろう
「いのちの対話」ふたたび
「終わりよければ」いせの会
（☎63-5226）
とき／８月１日(日)、午後１時
30分～４時30分　ところ／神宮
会館・大講堂（中之切町152）
内容／柏木哲夫さん（金城学院
大学学長）と内藤いづみさん
（ふじ内科クリニック院長）に
よる「人生を伝えること」をテー
マにした対談　定員／500人（先
着順）　参加費／500円　申し込
み／６月30日(水)までに、往復
はがきの往信用裏面に「８月１
日参加申込」および参加者全員の
氏名・年齢・性別と代表者の住所・
電話番号・ファクス番号を、返信
用表面に返信先のあて名を記入
し、同会（〒516-0805 御薗町高向
927）へ

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。
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7月4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（☎21-5512）

伊勢高柳商店街振興組合（☎28-1101）

6月19日（土）～7月31日（土）　9：00～16：30
（月曜日〔祝日の場合は翌日〕を除く）
尾崎咢堂記念館企画展
少年尾崎行雄と伊勢
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）

6月20日（日）　13：30～16：00
伊勢総合病院 市民公開講座
ところ：いせ市民活動センター北館（シティー

プラザ）
問い合わせ：伊勢総合病院総務課（☎23-5111）

7月1日（木）　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（☎22-7891）

7月17日（土）　19：25～21：15
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（☎21-5566）

7月18日（日）　15：00～
観光文化会館自主事業
秋元順子スペシャルコンサート
～変わらぬ愛～
ところ：観光文化会館
入場料：6,300円（全席指定席）
問い合わせ：観光文化会館（☎28-5105）

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。

介護の疲れをリフレッシュ！
家族介護者交流事業
介護保険課（☎21-5560）

介護をしている人同士で体験談を話し合い、交
流を深めませんか。介護相談にも応じます。
と　　き　７月29日（木）、午前11時～午後２時30分
と こ ろ　八百正別館（大世古２丁目６-３）
対　　象　市内に住所を有し、要介護３～５と認

定された人を在宅介護している家族
内　　容　家族の介護をしている人との交流会・

昼食など
定　　員　40人（先着順）
参 加 費　500円
申し込み　７月15日（木）までに、社会福祉協議会

本所（☎20-8610）へ
事業費（3回開催）　30万円（平成22年度予算）

国の農業政策の一環として、平成23年度から「戸別所得補償制度」が本格実施
されるのを前に、今年度は「戸別所得補償モデル対策」が実施されます。
モデル対策では、自給率向上のポイントとなる麦・大豆・飼料用米などの生産
拡大を促す「自給率向上事業」と、販売価格が生産コストを恒常的に下回ってい
る米の赤字補てんをする「米のモデル事業」を行います。
モデル対策を受けるためには、申請が必要です。
申　　請　６月30日（水）までに、申請書と必要書類を、同課または三重農政事務所

地域第二課（☎松阪 0598-52-1511）へ

戸別所得補償モデル対策 農林水産課（☎22-0370）

仕事と生活の調和を図ろう！

心身ともに健康に働き、充実した生活を送るた
めには、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）を図ることが重要です。
職場・家庭・地域でワーク・ライフ・バランス
の取り組みを進めましょう。

仕事と生活の調和を図るための６つの提言

①職場内での話し合いの場を持ちましょう
②所定外労働時間の削減を進めましょう
③年次有給休暇の取得を促進しましょう
④休日を効果的に活用しましょう
⑤育児･介護休業等を取得しやすい環境を整備し
ましょう
⑥家庭（家族）で過ごす時間を持ちましょう

三重労働局企画室（☎津 059-226-2110）


