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８月２日（月）から、携帯電話やパソコンのメー
ルを利用して緊急通報を行い、消防車や救急車を
要請できるようになります。
対　　象　伊勢市消防本部管内に在住または通

勤・通学している人で、聞こえない・
聞こえにくい・話しにくいなどの理由
で、電話による119番通報が困難な
人（原則、聴覚または言語機能障がい
の障害者手帳を持っている人）

申し込み　障がい福祉課または各総合支所福祉健
康課へ

※登録制です。申し込み後、通報用専用アドレス
をメールでお知らせします。
※通報にかかるメール利用料は自己負担となります。
説明会
と　　き　７月24日（土）、午後７時～
と こ ろ　福祉健康センター

予算額（平成22年度）　26万9,100円（システム構築費）

伊勢市民ダンスフェスティバル

体育の日に開催する「いせスポーツレクリエー
ションフェスティバル」の企画で、いろいろなジャ
ンルのダンスを楽しめる「伊勢市民ダンスフェス
ティバル」を開催します。
と　　き　10月11日（祝）、午前９時～正午
と こ ろ　県営サンアリーナ・サブアリーナ
内　　容　ダンスグループによるステージ発表、

みんなで楽しむダンス体験
ステージ発表の参加団体を募集
対　　象　20人以上の団体
定　　員　10団体（先着順）
参 加 費　１人につき10円（保険代）
申し込み　８月10日（火）までに同課へ

一日健康ウォーキング
生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

と　　き　８月１日（日）、午前９時15分～（受
け付けは午前８時45分～）〔荒天の場
合は中止〕

集合場所　宇治浦田街路広場（西側）
コ ー ス　高麗広地区（片道約８㎞、現地解散）
参 加 費　10円（当日持参）
持 ち 物　飲み物・昼食・敷物・帽子
※ふるまい汁がありますので、おわん・はしを持
参してください。
※申し込みは不要です。
※雨天の場合は、午前7時に開催の有無を決定し
ます。市役所（☎23-1111）へ問い合わせて
ください。
※なるべく公共交通機関を利用してください。

予算額（平成22年度）　25万円（11回分）

県立美術館企画展
異色の芸術家兄弟
～橋本平八と北園克衛展
三重県立美術館（☎津 059-227-2100）

と　　き　８月７日（土）～ 10月11日（祝）、
午前９時30分～午後５時（入館は午
後４時30分まで）〔月曜日（祝日の場
合は翌日）を除く〕

と こ ろ　三重県立美術館（津市大谷町11）
内　　容　伊勢市出身で明治～昭和にかけて活躍

した彫刻家・橋本平八と詩人・北園克
衛の芸術家兄弟の作品展

入 館 料　一般900円、高校生・大学生700円、
小・中学生400円

関連企画「生誕地で兄弟を偲ぶ」
と　　き　９月25日（土）、午後１時40分～
と こ ろ　朝熊ふれあい会館
参 加 費　無料

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
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）

7月27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（☎22-7895）

8月14日（土）　9：00～20：00
　15日（日）　9：00～17：00
非核・平和空襲展
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：人権政策課（☎21-5545）

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。

緊急メール119番通報システム
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）
消防本部通信指令課（☎25-1261、FAX26-2880）

生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

盲ろう者通訳・介助者養成研修会、友愛のつどい、身体障がい者補助犬
（社）三重県身体障害者福祉連合会（☎津 059-232-6803、FAX津 059-231-7182）

退職金は中退共制度で

中小企業退職金共済制度（中退共制度）は、中
小企業で働く労働者のために、国が定めた退職金
制度です。
事業主が毎月掛け金を金融機関に納付し、労働
者が退職したときは、同機構が退職金を支払いま
す。
※適格退職年金制度から移行することができます。

盲ろう者通訳・介助者養成研修会
と　　き　８月28日（土）・29日（日）・９月25

日（土）・10月10日（日）・17日（日）・
30日（土）、午前９時～午後４時（初
日は午後４時30分まで）〔計６回〕

と こ ろ　三重県身体障害者総合福祉センター
（津市一身田大古曽670-2）

対　　象　県内に在住し、盲ろう者福祉に熱意と
情熱がある人で、全日程に参加できる
人

定　　員　20人（申し込み多数の場合は抽選）
受 講 料　2,000円（教材費）
申し込み　７月20日（火）〔必着〕までに、申込用

紙を、郵送で同連合会（〒514-0113 
津市一身田大古曽670-2）へ

友愛のつどい
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。
と　　き　７月25日（日）、午前10時～午後３時
と こ ろ　四日市港ポートビル・2階会議室

（四日市市霞2丁目1-1）
対　　象　障がい者との結婚を希望する未婚の人
定　　員　男性・女性各20人
参 加 費　男性2,000円、女性無料
申し込み　７月20日（火）までに同連合会へ
身体障がい者補助犬の貸与
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。
申し込み　７月21日（水）～８月30日（月）に

同連合会へ

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部（☎東京 03-3436-0151）

裁判所職員の採用試験

種　　類　裁判所事務官採用Ⅲ種試験
受験資格　平成元年４月２日～平成５年４月１日

生まれの人
試 験 日　一次試験：９月12日（日）

二次試験：10月12日（火）～25日（月）
の指定された日

申し込み期間　７月13日（火）～ 22日（木）
※受験案内・申込書は、各裁判所で配布しています。

津地方裁判所（☎津 059-226-4805）

しの



外宮さん
ゆかたで千人お参り
外宮にぎわい会議（☎28-3705
〔（社）伊勢市観光協会〕）
とき／8月1日（日）　ところ／
外宮およびその周辺　内容／八
朔俳句会（午前10時～）、ハー
プとフルートのコンサート（午
後2時～）、神話紙芝居・もち
つきと振る舞い（午後5時～）、
ソプラノ歌手のステージ（午後
5時15分～）、外宮へのお参り
（午後6時30分～）、踊り（午
後7時～）、神路通・外宮参道へ
の紙灯籠・ちょうちん・ろうそ
くの点灯（午後7時～）

室内楽の夕べ
（社）伊勢法人会（☎28-5665）
とき／９月13日（月）、午後6時
30分～　ところ／観光文化会館
内容／ヨーロッパで活躍中の弦
楽四重奏団「ベートーヴェン・
クヮルテット」による演奏　定
員／ 1,200人（先着順）　申し込
み／往復はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・希望人数
を記入し、同会（〒516-0037 
岩渕1丁目7-17）へ

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
（☎23-0839）
とき／８月28日（土）～９月１日
（水）、午前10時～正午・午後0
時10分～ 2時10分　ところ／
伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）
内容／「ウォレスとグルミット」
シリーズ4話の上映　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30日（月）・午前10時～
正午は、知的障がい児向けに
照明・音量などに配慮した上
映会とします。（一般の入場
も可）

文化講演会
宇治山田高等学校（☎28-7158）
とき／８月８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「ミニ姫路城と私－
男のロマンとつきあった19年
－」井村郁子さん

広島・長崎原爆写真展
～核兵器のない平和な世界を～
新日本婦人の会
①伊勢支部・植田さん（☎24-6913）
②伊勢支部みその班・戸上さん
（☎25-2793）
とき／①７月22日（木）～25日
（日）・午前9時～午後7時、②８
月6日（金）～ 9日（月）・午前9
時～午後5時　ところ／①伊勢
図書館・2階展示ホール、②ハー
トプラザみその・1階ロビー　
内容／原子爆弾による被爆の惨
状を知ってもらうための写真展

ギター・朗読コンサート
遊去さん
（☎37-6686〔町家カフェ〕）
とき／７月24日（土）、午後7時～
ところ／町家カフェ（小俣町明
野725-1）　内容／ギター・朗
読コンサート「夕陽がシチリア
の海に沈むとき」　定員／18人　
入場料／1,500円（飲み物付き）
申し込み／電話で同店へ

夏休み親子教室
手すき和紙で折り染めの
うちわをつくろう！
神宮徴古館農業館（☎22-1700）
とき／7月21日（水）・25日（日）、
午前9時30分～・午後1時30
分～　ところ／伊勢和紙館（大
世古1丁目10-30）　対象／小
学生以下の子どもと保護者　
内容／伊勢和紙の話、工場見学、
うちわ作り　講師／伊勢和紙館
職員　定員／各20人（先着順）
申し込み／直接または電話で神
道博物館（☎22-6471）へ

高齢者の雇用・就業に
向けた技能講習
（社）三重県シルバー人材センター
連合会（☎津059-221-6161）
とき／ 10月2日（土）～7日（木）、
11月8日（月）・9日（火）〔計8回〕
ところ／ポリテクセンター南伊勢
（小俣町明野685）　対象／おお
むね60歳代前半の人　内容／
フォークリフトの安全運転に必
要な知識と技能を習得する講習
定員／ 20人（先着順）　申し込
み／8月2日（月）～9月6日（月）
に同連合会へ

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
（☎28-4739）
とき／ 8月27日（金）・30日（月）、
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

夏期公開講座
伊勢まなび高等学校
（☎25-3710）

①まなび親子ものづくり教室
とき／7月26日（月）～28日（水）、
午後6時30分～ 8時30分　
対象／市内または近隣市町に在
住している小学5年生以上の子
どもと保護者　内容／電子工作
（ラジオの製作）　定員／ 8組程
度　参加費／500円（材料費）
②まなびパソコン教室
とき／7月26日（月）～29日（木）、
午後6時30分～ 8時30分　
対象／市内または近隣市町に在
住している人または同校PTA
会員　内容／ワードの基礎～応
用　定員／ 15人

潜在看護師・准看護師
研修会
伊勢地区医師会准看護学校
（☎24-8228）
とき／ 8月4日（水）、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・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／電話で同校へ

③まなび図書館開放講座
とき／7月27日（火）、午後1時
～ 5時　対象／小・中学生（保護
者同伴での参加も可）　内容／
仕掛け絵本作り　定員／ 15人
①～③共通
ところ／伊勢まなび高等学校　
申し込み／7月16日（金）〔当日
消印有効〕までに、はがきに講
座名・住所・氏名・ふりがな・
年齢（学年）・電話番号を記入し、
同校夏期公開講座係（〒516-
0016 神田久志本町1560）へ
※いずれも、申し込み多数の場
合は抽選で決定します。

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。

都市計画審議会
都市計画課（☎21-5591）

健康の日における啓発事業
がん予防と乳がん自己検診法

伊勢市でも死亡原因の第１位
となっている「がん」は、早期
発見により治る可能性が高くな
ります。女性の皆さん、乳がん
の早期発見のため、自己検診法
を学びましょう。
と　　き　８月11日（水）、午前９時～午後４時
と こ ろ　二見老人福祉センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　がん予防パネル展示、乳がん自己検診

法の講話・実技（午前10時～・11時～・
午後２時～・３時～）

市の都市計画について調査・審議を行う都市計
画審議会を、次のとおり開催します。
と　　き　７月23日（金）、午前10時～
と こ ろ　市役所本館・３階委員会室
内　　容　役員の選出、伊勢市土地利用基本構想

（素案）について
※傍聴の受け付けは、午前９時30分から、市役
所本館・３階３-３会議室で行います。

健康課（☎27-2435）

～つなごう、むすぼう、みんなの輪～
いせ市民活動フェスティバル2010
いせ市民活動センター（☎20-4385）

市内戦跡めぐり

と　　き　８月８日（日）、午前10時～午後３時
と こ ろ　高柳商店街
内　　容　舞台発表（ダンス・合唱・伊勢音頭・

民謡・太鼓など）、チャリティーコン
サート、おたのしみコーナー（ちびっ
こゲーム・木工工作・小物作り・堆肥
作りなど）、市民団体の活動発表・パ
ネル展示

非核・平和空襲展〔開催日：８月14日（土）・15
日（日）〕の企画として、次のとおり市内戦跡め
ぐりを実施します。
と　　き　８月15日（日）、午前９時30分～午

後０時30分
集合場所　ハートプラザみその・玄関前
定　　員　20人（先着順）
申し込み　８月２日（月）～９日（月）

に、電話で同課へ
※小学生以下は保護者同伴で参
加してください。
※マイクロバスで移動します。

人権政策課（☎21-5545）

毎月11日は

健康の日

はっ

さく

とうろう

かみ じ どおり

ゆうきょ



外宮さん
ゆかたで千人お参り
外宮にぎわい会議（☎28-3705
〔（社）伊勢市観光協会〕）
とき／8月1日（日）　ところ／
外宮およびその周辺　内容／八
朔俳句会（午前10時～）、ハー
プとフルートのコンサート（午
後2時～）、神話紙芝居・もち
つきと振る舞い（午後5時～）、
ソプラノ歌手のステージ（午後
5時15分～）、外宮へのお参り
（午後6時30分～）、踊り（午
後7時～）、神路通・外宮参道へ
の紙灯籠・ちょうちん・ろうそ
くの点灯（午後7時～）

室内楽の夕べ
（社）伊勢法人会（☎28-5665）
とき／９月13日（月）、午後6時
30分～　ところ／観光文化会館
内容／ヨーロッパで活躍中の弦
楽四重奏団「ベートーヴェン・
クヮルテット」による演奏　定
員／ 1,200人（先着順）　申し込
み／往復はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・希望人数
を記入し、同会（〒516-0037 
岩渕1丁目7-17）へ

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
（☎23-0839）
とき／８月28日（土）～９月１日
（水）、午前10時～正午・午後0
時10分～ 2時10分　ところ／
伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）
内容／「ウォレスとグルミット」
シリーズ4話の上映　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30日（月）・午前10時～
正午は、知的障がい児向けに
照明・音量などに配慮した上
映会とします。（一般の入場
も可）

文化講演会
宇治山田高等学校（☎28-7158）
とき／８月８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「ミニ姫路城と私－
男のロマンとつきあった19年
－」井村郁子さん

広島・長崎原爆写真展
～核兵器のない平和な世界を～
新日本婦人の会
①伊勢支部・植田さん（☎24-6913）
②伊勢支部みその班・戸上さん
（☎25-2793）
とき／①７月22日（木）～25日
（日）・午前9時～午後7時、②８
月6日（金）～ 9日（月）・午前9
時～午後5時　ところ／①伊勢
図書館・2階展示ホール、②ハー
トプラザみその・1階ロビー　
内容／原子爆弾による被爆の惨
状を知ってもらうための写真展

ギター・朗読コンサート
遊去さん
（☎37-6686〔町家カフェ〕）
とき／７月24日（土）、午後7時～
ところ／町家カフェ（小俣町明
野725-1）　内容／ギター・朗
読コンサート「夕陽がシチリア
の海に沈むとき」　定員／18人　
入場料／1,500円（飲み物付き）
申し込み／電話で同店へ

夏休み親子教室
手すき和紙で折り染めの
うちわをつくろう！
神宮徴古館農業館（☎22-1700）
とき／7月21日（水）・25日（日）、
午前9時30分～・午後1時30
分～　ところ／伊勢和紙館（大
世古1丁目10-30）　対象／小
学生以下の子どもと保護者　
内容／伊勢和紙の話、工場見学、
うちわ作り　講師／伊勢和紙館
職員　定員／各20人（先着順）
申し込み／直接または電話で神
道博物館（☎22-6471）へ

高齢者の雇用・就業に
向けた技能講習
（社）三重県シルバー人材センター
連合会（☎津059-221-6161）
とき／ 10月2日（土）～7日（木）、
11月8日（月）・9日（火）〔計8回〕
ところ／ポリテクセンター南伊勢
（小俣町明野685）　対象／おお
むね60歳代前半の人　内容／
フォークリフトの安全運転に必
要な知識と技能を習得する講習
定員／ 20人（先着順）　申し込
み／8月2日（月）～9月6日（月）
に同連合会へ

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
（☎28-4739）
とき／ 8月27日（金）・30日（月）、
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

夏期公開講座
伊勢まなび高等学校
（☎25-3710）

①まなび親子ものづくり教室
とき／7月26日（月）～28日（水）、
午後6時30分～ 8時30分　
対象／市内または近隣市町に在
住している小学5年生以上の子
どもと保護者　内容／電子工作
（ラジオの製作）　定員／ 8組程
度　参加費／500円（材料費）
②まなびパソコン教室
とき／7月26日（月）～29日（木）、
午後6時30分～ 8時30分　
対象／市内または近隣市町に在
住している人または同校PTA
会員　内容／ワードの基礎～応
用　定員／ 15人

潜在看護師・准看護師
研修会
伊勢地区医師会准看護学校
（☎24-8228）
とき／ 8月4日（水）、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・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／電話で同校へ

③まなび図書館開放講座
とき／7月27日（火）、午後1時
～ 5時　対象／小・中学生（保護
者同伴での参加も可）　内容／
仕掛け絵本作り　定員／ 15人
①～③共通
ところ／伊勢まなび高等学校　
申し込み／7月16日（金）〔当日
消印有効〕までに、はがきに講
座名・住所・氏名・ふりがな・
年齢（学年）・電話番号を記入し、
同校夏期公開講座係（〒516-
0016 神田久志本町1560）へ
※いずれも、申し込み多数の場
合は抽選で決定します。

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。

都市計画審議会
都市計画課（☎21-5591）

健康の日における啓発事業
がん予防と乳がん自己検診法

伊勢市でも死亡原因の第１位
となっている「がん」は、早期
発見により治る可能性が高くな
ります。女性の皆さん、乳がん
の早期発見のため、自己検診法
を学びましょう。
と　　き　８月11日（水）、午前９時～午後４時
と こ ろ　二見老人福祉センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　がん予防パネル展示、乳がん自己検診

法の講話・実技（午前10時～・11時～・
午後２時～・３時～）

市の都市計画について調査・審議を行う都市計
画審議会を、次のとおり開催します。
と　　き　７月23日（金）、午前10時～
と こ ろ　市役所本館・３階委員会室
内　　容　役員の選出、伊勢市土地利用基本構想

（素案）について
※傍聴の受け付けは、午前９時30分から、市役
所本館・３階３-３会議室で行います。

健康課（☎27-2435）

～つなごう、むすぼう、みんなの輪～
いせ市民活動フェスティバル2010
いせ市民活動センター（☎20-4385）

市内戦跡めぐり

と　　き　８月８日（日）、午前10時～午後３時
と こ ろ　高柳商店街
内　　容　舞台発表（ダンス・合唱・伊勢音頭・

民謡・太鼓など）、チャリティーコン
サート、おたのしみコーナー（ちびっ
こゲーム・木工工作・小物作り・堆肥
作りなど）、市民団体の活動発表・パ
ネル展示

非核・平和空襲展〔開催日：８月14日（土）・15
日（日）〕の企画として、次のとおり市内戦跡め
ぐりを実施します。
と　　き　８月15日（日）、午前９時30分～午

後０時30分
集合場所　ハートプラザみその・玄関前
定　　員　20人（先着順）
申し込み　８月２日（月）～９日（月）

に、電話で同課へ
※小学生以下は保護者同伴で参
加してください。
※マイクロバスで移動します。

人権政策課（☎21-5545）

毎月11日は

健康の日

はっ

さく

とうろう

かみ じ どおり

ゆうきょ
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８月２日（月）から、携帯電話やパソコンのメー
ルを利用して緊急通報を行い、消防車や救急車を
要請できるようになります。
対　　象　伊勢市消防本部管内に在住または通

勤・通学している人で、聞こえない・
聞こえにくい・話しにくいなどの理由
で、電話による119番通報が困難な
人（原則、聴覚または言語機能障がい
の障害者手帳を持っている人）

申し込み　障がい福祉課または各総合支所福祉健
康課へ

※登録制です。申し込み後、通報用専用アドレス
をメールでお知らせします。
※通報にかかるメール利用料は自己負担となります。
説明会
と　　き　７月24日（土）、午後７時～
と こ ろ　福祉健康センター

予算額（平成22年度）　26万9,100円（システム構築費）

伊勢市民ダンスフェスティバル

体育の日に開催する「いせスポーツレクリエー
ションフェスティバル」の企画で、いろいろなジャ
ンルのダンスを楽しめる「伊勢市民ダンスフェス
ティバル」を開催します。
と　　き　10月11日（祝）、午前９時～正午
と こ ろ　県営サンアリーナ・サブアリーナ
内　　容　ダンスグループによるステージ発表、

みんなで楽しむダンス体験
ステージ発表の参加団体を募集
対　　象　20人以上の団体
定　　員　10団体（先着順）
参 加 費　１人につき10円（保険代）
申し込み　８月10日（火）までに同課へ

一日健康ウォーキング
生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

と　　き　８月１日（日）、午前９時15分～（受
け付けは午前８時45分～）〔荒天の場
合は中止〕

集合場所　宇治浦田街路広場（西側）
コ ー ス　高麗広地区（片道約８㎞、現地解散）
参 加 費　10円（当日持参）
持 ち 物　飲み物・昼食・敷物・帽子
※ふるまい汁がありますので、おわん・はしを持
参してください。
※申し込みは不要です。
※雨天の場合は、午前7時に開催の有無を決定し
ます。市役所（☎23-1111）へ問い合わせて
ください。
※なるべく公共交通機関を利用してください。

予算額（平成22年度）　25万円（11回分）

県立美術館企画展
異色の芸術家兄弟
～橋本平八と北園克衛展
三重県立美術館（☎津 059-227-2100）

と　　き　８月７日（土）～ 10月11日（祝）、
午前９時30分～午後５時（入館は午
後４時30分まで）〔月曜日（祝日の場
合は翌日）を除く〕

と こ ろ　三重県立美術館（津市大谷町11）
内　　容　伊勢市出身で明治～昭和にかけて活躍

した彫刻家・橋本平八と詩人・北園克
衛の芸術家兄弟の作品展

入 館 料　一般900円、高校生・大学生700円、
小・中学生400円

関連企画「生誕地で兄弟を偲ぶ」
と　　き　９月25日（土）、午後１時40分～
と こ ろ　朝熊ふれあい会館
参 加 費　無料

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
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）

7月27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（☎22-7895）

8月14日（土）　9：00～20：00
　15日（日）　9：00～17：00
非核・平和空襲展
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：人権政策課（☎21-5545）

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。

緊急メール119番通報システム
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）
消防本部通信指令課（☎25-1261、FAX26-2880）

生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

盲ろう者通訳・介助者養成研修会、友愛のつどい、身体障がい者補助犬
（社）三重県身体障害者福祉連合会（☎津 059-232-6803、FAX津 059-231-7182）

退職金は中退共制度で

中小企業退職金共済制度（中退共制度）は、中
小企業で働く労働者のために、国が定めた退職金
制度です。
事業主が毎月掛け金を金融機関に納付し、労働
者が退職したときは、同機構が退職金を支払いま
す。
※適格退職年金制度から移行することができます。

盲ろう者通訳・介助者養成研修会
と　　き　８月28日（土）・29日（日）・９月25

日（土）・10月10日（日）・17日（日）・
30日（土）、午前９時～午後４時（初
日は午後４時30分まで）〔計６回〕

と こ ろ　三重県身体障害者総合福祉センター
（津市一身田大古曽670-2）

対　　象　県内に在住し、盲ろう者福祉に熱意と
情熱がある人で、全日程に参加できる
人

定　　員　20人（申し込み多数の場合は抽選）
受 講 料　2,000円（教材費）
申し込み　７月20日（火）〔必着〕までに、申込用

紙を、郵送で同連合会（〒514-0113 
津市一身田大古曽670-2）へ

友愛のつどい
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。
と　　き　７月25日（日）、午前10時～午後３時
と こ ろ　四日市港ポートビル・2階会議室

（四日市市霞2丁目1-1）
対　　象　障がい者との結婚を希望する未婚の人
定　　員　男性・女性各20人
参 加 費　男性2,000円、女性無料
申し込み　７月20日（火）までに同連合会へ
身体障がい者補助犬の貸与
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。
申し込み　７月21日（水）～８月30日（月）に

同連合会へ

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金
共済事業本部（☎東京 03-3436-0151）

裁判所職員の採用試験

種　　類　裁判所事務官採用Ⅲ種試験
受験資格　平成元年４月２日～平成５年４月１日

生まれの人
試 験 日　一次試験：９月12日（日）

二次試験：10月12日（火）～25日（月）
の指定された日

申し込み期間　７月13日（火）～ 22日（木）
※受験案内・申込書は、各裁判所で配布しています。

津地方裁判所（☎津 059-226-4805）

しの


