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市では、宮川の改修工事に伴って造成された宮川
左岸の高水敷の有効利用を図るため、利用計画を策
定することとしています。次のとおり、利用計画に
ついて討議を行う懇談会の委員を募集します。
応募資格　市内在住の20歳以上の人
活動内容　懇談会（6回程度）への出席・討議
任　　期　委嘱した日～平成24年3月31日
定　　員　３人以内
申し込み　８月16日（月）～31日（火）〔当日消印有

効〕に、応募用紙と小論文（A４サイズ、
横書き、400字程度）を、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、FAX21-5585、
アドレスkanri@city.ise.mie.jp）へ

※応募用紙は同課にあります。また、市のホーム
ページからもダウンロードできます。
※小論文のテーマは「わたしの考える宮川左岸河
川敷の利用」、または河川敷の利用について自
由に設定。

計画策定経費〔平成22年度予算〕　177万7千円

世界の料理パーティー（アイルランド編）

と　　き　８月22日（日）、午前10時～午後２時
と こ ろ　福祉健康センター
内　　容　アイルランド料理作り
講　　師　サミュエル・アネスリーさん（皇學館

大学外国人指導助手）
定　　員　24人（先着順）
参 加 費　1,200円（協会会員は800円）
持 ち 物　ふきん２枚・タオル・エプロン・筆記

用具
申し込み　８月16日（月）～20日（金）に、電話で

同事務局へ

都市計画素案の縦覧と住民説明会
都市計画課（☎21-5591）

都市計画道路の変更について、素案の縦覧と住
民説明会を行います。
素案の縦覧
と　　き　８月27日（金）～９月10日（金）
と こ ろ　同課・各総合支所地域振興課・伊勢図書館
※素案は、市のホームページでもご覧いただけます。
◆意見書の提出
　素案に対する意見書を提出することができます。
提出資格　市民または利害関係者
提出方法　９月10日（金）〔当日消印有効〕までに、

所定の用紙（縦覧場所にあります）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

◆公聴会の開催
意見書が提出された場合は、意見書を提出した
人が意見を述べる公聴会を開催します。
と　　き　９月27日（月）、午後７時～
と こ ろ　市役所東庁舎・４階４-３会議室
※公聴会の開催の有無は、縦覧期間終了後、市の
ホームページおよびケーブルテレビでお知らせ
します。
住民説明会
と　　き　①８月27日（金）・②８月31日（火）、

午後7時～
と こ ろ　①市役所東庁舎・4階4-3会議室、

②小俣総合支所・３階大研修室

伊勢総合病院　脳ドックを再開
伊勢総合病院健診センター（☎23-5416）

今年４月から休止していた脳ドックを、９月か
ら再開します。
実 施 日　毎週月曜日・水曜日
定　　員　１日につき２人
※詳しくは、同センターへ問い合わせてくださ
い。

8月21日（土）　18：00～
観光文化会館自主事業
ストリートパフォーマンス2010
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（☎28-5105）

9月1日（水）　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）

9月12日（日）　18：00～
観光文化会館自主事業
美輪明宏音楽会「愛」
ところ：観光文化会館
入場料：6,800 円
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。

宮川左岸高水敷利用計画懇談会の
委員を募集
監理課（☎21-5641）

市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）

８月は電気使用安全月間

毎年、高温多湿の夏になると、感電などの電気事
故が多発します。電気の安全点検を行いましょう。
•傷んだコードを使っていませんか
•漏電遮断器を取り付けていますか
•洗濯機や電子レンジにアー
スを取り付けていますか
•１つのコンセントからたくさ
んの電気を使っていませんか

民間の金融機関が一斉防災訓練
（社）名古屋銀行協会（☎名古屋052-231-7851）

９月１日（水）の「防災の日」に、民間の金融機
関で「一斉防災訓練」が実施され、一時的に店舗
のシャッターが閉鎖されます。
これは、地震の警戒宣言発令時には窓口業務が
停止し、一部の店舗のATM（現金自動預払機）
以外は稼動しないことを知っていただくために実
施するものです。
訓練実施時には、別の通用口が確保され、業務
はATMを含め平常どおり行われます。
と　　き　９月１日（水）、午前10時30分～（約

５分間）
金融機関　銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・

農業協同組合・信用漁業協同組合連合
会など、民間の金融機関（郵便局・公
的金融機関を除く）

※詳しくは、各金融機関へ問い合わせてください。

お詫びと訂正
三重県立美術館（☎津059-227-2100）

「伊勢市おしらせ版」７／ 15号に掲載しました
「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」の記事について、次のとおり誤
りがありましたのでお詫びして訂正します。
誤　明治～昭和にかけて活躍
正　大正～昭和にかけて活躍

（財）中部電気保安協会伊勢事業所（☎25-0892）
科学創作展

と　　き　９月４日（土）・５日（日）、午前10時～
午後４時

と こ ろ　生涯学習センターいせトピア
内　　容　市内の小・中学生が作った創造的な作

品や、実験・観察をまとめた作品の展示

７月17日（土）に開催された花火大会の優勝者
は次のとおりです。
打上花火の部　　　（有）篠原煙火店〔長野県〕
スターマインの部　（株）マルゴー〔山梨県〕

沼木中学校内・伊勢市科学創作教育振興会事務局
（☎39-1212）

伊勢神宮奉納全国花火大会の受賞者
観光事業課（☎21-5566）

先の大戦での戦没者の遺児を対象として、戦没者
が亡くなった旧戦域を訪れ、慰霊・追悼を行うと
ともに、その地域の住民との友好親善を図ります。
※日程・実施地域など、詳しくは同会へ問い合わ
せてください。

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
（財）日本遺族会（☎東京03-3261-5521）

養殖研究所一般公開
独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所
業務推進課（☎南伊勢0599-66-1830）
玉城庁舎（☎58-6411）

と　　き　８月28日（土）、午前10時～午後３時
と こ ろ　養殖研究所玉城庁舎（玉城町昼田224-1）
内　　容　研究内容の展示、ウナギ研究について

の講演、アマゴのつかみ取り、タッチ
プール（生き物に触れる水槽）、海藻
のしおり作りなど



伊勢シンフォニックバンド
定期演奏会
伊勢シンフォニックバンド・
村林さん（☎090-8738-2214）
とき／９月５日（日）、午後１時
30分～４時　ところ／観光文化
会館　内容／クラシック・ポッ
プスの演奏、明和中学校生徒と
の合同演奏など　入場料／大人
800円（前売り600円）、小学生
～高校生700円（前売り500円）

造園管理業務講習
（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25日（月）～ 11月
２日（火）　ところ／御薗公民館
対象／おおむね60歳代前半の
人　内容／樹木剪定や防虫・施
肥などの基礎知識を習得する講
習　定員／ 25人（先着順）　申
し込み／８月23日（月）～ 10月
１日（金）に同連合会へ

行政書士による
無料相談会
三重県行政書士会伊勢支部・
齋藤さん（☎25-8777）
とき／８月19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／
相続にかかる遺産分割協議書、
遺言書、官公署への許認可、法
人設立、契約書などに関する相
談

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。

離乳食教室（初期～中期）
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

食生活改善推進員養成講座
食から出発 健康セミナー

さまざまな世代の人に対して食育活動を行う食
生活改善推進員を養成する講座を開催します。
と　　き　10月１日（金）・29日（金）・11月18日

（木）・12月3日（金）・平成23年１月
６日（木）・２月３日（木）、午前10時
～午後３時（計６回）

と こ ろ　中央保健センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　調理実習、講話（良い食生活のこつ・

献立の立て方・生活習慣病予防など）、
運動実技

定　　員　25人（先着順）
参 加 費　3,000円（教材費・食材費）
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〕　10万2千円

と　　き　９月９日（木）、午前10時30分～正午
と こ ろ　二見老人福祉センター
対　　象　市内在住の乳児（生後６カ月まで）の

保護者
内　　容　離乳食（初期～中期）のお話と試食
定　　員　30人（先着順）
申し込み　８月16日（月）から、電話またはファ

クスで同課へ

予算額〔平成22年度〕　約28万7千円（15回分）

三重県警察官を募集
伊勢警察署（☎20-0110）

区分・採用予定数・試験日　下表のとおり
採用予定日　平成23年４月１日
申し込み期間　８月31日（火）まで

市民農園の利用者を募集　　農林水産課（☎22-0370）
伊勢農業協同組合では、市民の皆さんが土と親しみ、農作物の栽培を楽しみながら農業
や食への理解を深められるよう、下表のとおり市民農園の利用者を募集しています。

健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

健康の日啓発事業
こころの健康づくり教室
～ストレスへの対処～

ストレスが原因で、心の病にかかる人が増えて
います。ストレスとの付き合い方を学び、心の健
康づくりを実践しましょう。
と　　き　９月11日（土）、午後１時30分～３時

30分
と こ ろ　ハートプラザみその・２階保健会議室
内　　容　講演「ストレスとの上手な付き合い方」

玉木友子さん（こころの健康センター
保健師）

定　　員　30人（先着順）
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〕
　107万4千円（4回分）〔全額が県からの交付金〕

健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

難聴者・中途失聴者教室
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）
社会福祉協議会伊勢支所（☎27-2425、FAX27-2412）

御薗ラブリバーふれあい祭り
フリーマーケットの出店者を募集

とき・内容　下表のとおり
と こ ろ　福祉健康センター・３階会議室
対　　象　市内在住の難聴者・中途失聴者または

その家族・知人、障がい者福祉に関心
のある人

高速道路無料化社会実験に伴うお知らせ
国土交通省三重河川国道事務所
（☎津 059-229-2220）
国土交通省紀勢国道事務所
（☎松阪0598-52-5365）

国は、平成23年３月31日まで、高速道路無料
化の社会実験を行っています。県内では、伊勢自
動車道（津インターチェンジ～伊勢インターチェ
ンジ）と紀勢自動車道（全線）が無料区間です。
期間中も、入口と出口の通行方法はこれまでと
同じです。
•ETC搭載車… ETCカードを車載器に挿入して
ETCレーンを通行
•ETC搭載車以外…入口で一旦停止して通行券を
取り、出口で一旦停止して通行券を係員へ渡す

「美し国おこし・三重」説明会
三重県政策部「美し国おこし・三重」推進室
（☎津059-224-2644）

自立・持続可能な地域づくりを目指し、地域を
より良くしようとする団体などを支援する「美し
国おこし・三重」の取り組みついて、次のとおり
説明会を開催します。
と　　き　８月 26日（木）、午後 7時～
と こ ろ　ハートプラザみその・教養娯楽室
対　　象　地域づくりに取り組んでいる人、これ

から取り組もうとしている人など
内　　容　「美し国おこし・三重」の取り組みの

説明、意見交換
申し込み　電話で市行政経営課（☎21-5510）へ

御薗ラブリバーふれあい祭り
と　　き　10月10日（日）、午前11時～午後５時

30分
と こ ろ　宮川ラブリバー公園
　　　　　（荒天の場合はハートプラザみその）
フリーマーケットの出店者を募集
出店時間　午前11時～午後５時
募 集 数　30ブース（先着順）
出 店 料　1ブース（4ｍ×2.5ｍ）につき500円
申し込み　８月16日（月）から、直接同課へ
※衛生上問題が生じるものは販売できません。
※荒天の場合、フリーマーケットは中止となります。

御薗ラブリバーふれあい祭り予算額〔平成22年度〕
　510万円（うち市負担金500万円）

御薗総合支所地域振興課内・御薗ラブリバー
ふれあい祭り実行委員会事務局（☎22-0236）

※いずれも時間は、午後１時30分～４時です。
※毎回、懇談会があります。

9月19日(日)

10月24日(日)

11月 3日(祝)

とき 内容
•きこえ（耳の構造、難聴の種類など）
についての講義
•補聴器の歴史・種類などや、聴覚
障がい者福祉制度についての講義
•聴覚障がい者による体験発表
•要約筆記についての講義
•きこえ・補聴器・人工内耳などの
相談

採用予定数 試験日
警察官A 男性 25人程度 9月18日（土）・19日（日）

男性 34人程度
女性 2人程度

10人程度
2人程度

区分

9月19日（日）

9月26日（日）

警察官B

警察事務B
警察事務Ｃ

JAふれあい農園 グリーンファーム小俣
と こ ろ 馬瀬町 小俣町明野
募集区画数 13区画（先着順） 15区画（先着順）
区画面積 1区画につき約20㎡ 1区画につき約30㎡
利用料金 1区画につき5,500円／年 １区画につき7,000円／年
申し込み

申し込み先
伊勢農業協同組合 伊勢グリーンコープ
ふれあい農園係
（〒516-0804 御薗町長屋462、☎22-3557）

伊勢農業協同組合小俣支店
グリーンファーム係
（〒519-0502 小俣町相合634、☎22-2121）

※年度途中に契約した場合の利用料金は、月割りとなります。
※契約期間は、４月～翌年３月です。継続して利用するには、年度ごとに更新が必要です。

はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、各申し込み先へ

うま

せんてい

巡視船「いすず」を一般公開
鳥羽海上保安部（☎鳥羽0599-25-3176）

と　　き　８月22日（日）、午前９時30分～午後
３時30分

と こ ろ　中之郷岸壁（鳥羽市鳥羽3丁目）
内　　容　巡視船「いすず」船内の公開、鳥羽海

上保安部潜水士などによる訓練の実演
（午前11時～・午後１時15分～）、海
上保安庁の制服試着など

※荒天時や事故発生時などは、中止または内容の
変更をすることがあります。



伊勢シンフォニックバンド
定期演奏会
伊勢シンフォニックバンド・
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連合会（☎津059-221-6161）
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三重県行政書士会伊勢支部・
齋藤さん（☎25-8777）
とき／８月19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／
相続にかかる遺産分割協議書、
遺言書、官公署への許認可、法
人設立、契約書などに関する相
談

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。

離乳食教室（初期～中期）
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

食生活改善推進員養成講座
食から出発 健康セミナー

さまざまな世代の人に対して食育活動を行う食
生活改善推進員を養成する講座を開催します。
と　　き　10月１日（金）・29日（金）・11月18日

（木）・12月3日（金）・平成23年１月
６日（木）・２月３日（木）、午前10時
～午後３時（計６回）

と こ ろ　中央保健センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　調理実習、講話（良い食生活のこつ・

献立の立て方・生活習慣病予防など）、
運動実技

定　　員　25人（先着順）
参 加 費　3,000円（教材費・食材費）
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〕　10万2千円

と　　き　９月９日（木）、午前10時30分～正午
と こ ろ　二見老人福祉センター
対　　象　市内在住の乳児（生後６カ月まで）の

保護者
内　　容　離乳食（初期～中期）のお話と試食
定　　員　30人（先着順）
申し込み　８月16日（月）から、電話またはファ

クスで同課へ

予算額〔平成22年度〕　約28万7千円（15回分）

三重県警察官を募集
伊勢警察署（☎20-0110）

区分・採用予定数・試験日　下表のとおり
採用予定日　平成23年４月１日
申し込み期間　８月31日（火）まで

市民農園の利用者を募集　　農林水産課（☎22-0370）
伊勢農業協同組合では、市民の皆さんが土と親しみ、農作物の栽培を楽しみながら農業
や食への理解を深められるよう、下表のとおり市民農園の利用者を募集しています。

健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

健康の日啓発事業
こころの健康づくり教室
～ストレスへの対処～

ストレスが原因で、心の病にかかる人が増えて
います。ストレスとの付き合い方を学び、心の健
康づくりを実践しましょう。
と　　き　９月11日（土）、午後１時30分～３時

30分
と こ ろ　ハートプラザみその・２階保健会議室
内　　容　講演「ストレスとの上手な付き合い方」

玉木友子さん（こころの健康センター
保健師）

定　　員　30人（先着順）
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〕
　107万4千円（4回分）〔全額が県からの交付金〕

健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

難聴者・中途失聴者教室
障がい福祉課（☎21-5558、FAX21-5555）
社会福祉協議会伊勢支所（☎27-2425、FAX27-2412）

御薗ラブリバーふれあい祭り
フリーマーケットの出店者を募集

とき・内容　下表のとおり
と こ ろ　福祉健康センター・３階会議室
対　　象　市内在住の難聴者・中途失聴者または

その家族・知人、障がい者福祉に関心
のある人

高速道路無料化社会実験に伴うお知らせ
国土交通省三重河川国道事務所
（☎津 059-229-2220）
国土交通省紀勢国道事務所
（☎松阪0598-52-5365）

国は、平成23年３月31日まで、高速道路無料
化の社会実験を行っています。県内では、伊勢自
動車道（津インターチェンジ～伊勢インターチェ
ンジ）と紀勢自動車道（全線）が無料区間です。
期間中も、入口と出口の通行方法はこれまでと
同じです。
•ETC搭載車… ETCカードを車載器に挿入して
ETCレーンを通行
•ETC搭載車以外…入口で一旦停止して通行券を
取り、出口で一旦停止して通行券を係員へ渡す

「美し国おこし・三重」説明会
三重県政策部「美し国おこし・三重」推進室
（☎津059-224-2644）

自立・持続可能な地域づくりを目指し、地域を
より良くしようとする団体などを支援する「美し
国おこし・三重」の取り組みついて、次のとおり
説明会を開催します。
と　　き　８月 26日（木）、午後 7時～
と こ ろ　ハートプラザみその・教養娯楽室
対　　象　地域づくりに取り組んでいる人、これ

から取り組もうとしている人など
内　　容　「美し国おこし・三重」の取り組みの

説明、意見交換
申し込み　電話で市行政経営課（☎21-5510）へ

御薗ラブリバーふれあい祭り
と　　き　10月10日（日）、午前11時～午後５時

30分
と こ ろ　宮川ラブリバー公園
　　　　　（荒天の場合はハートプラザみその）
フリーマーケットの出店者を募集
出店時間　午前11時～午後５時
募 集 数　30ブース（先着順）
出 店 料　1ブース（4ｍ×2.5ｍ）につき500円
申し込み　８月16日（月）から、直接同課へ
※衛生上問題が生じるものは販売できません。
※荒天の場合、フリーマーケットは中止となります。

御薗ラブリバーふれあい祭り予算額〔平成22年度〕
　510万円（うち市負担金500万円）

御薗総合支所地域振興課内・御薗ラブリバー
ふれあい祭り実行委員会事務局（☎22-0236）

※いずれも時間は、午後１時30分～４時です。
※毎回、懇談会があります。

9月19日(日)

10月24日(日)

11月 3日(祝)

とき 内容
•きこえ（耳の構造、難聴の種類など）
についての講義
•補聴器の歴史・種類などや、聴覚
障がい者福祉制度についての講義
•聴覚障がい者による体験発表
•要約筆記についての講義
•きこえ・補聴器・人工内耳などの
相談

採用予定数 試験日
警察官A 男性 25人程度 9月18日（土）・19日（日）

男性 34人程度
女性 2人程度

10人程度
2人程度

区分

9月19日（日）

9月26日（日）

警察官B

警察事務B
警察事務Ｃ

JAふれあい農園 グリーンファーム小俣
と こ ろ 馬瀬町 小俣町明野
募集区画数 13区画（先着順） 15区画（先着順）
区画面積 1区画につき約20㎡ 1区画につき約30㎡
利用料金 1区画につき5,500円／年 １区画につき7,000円／年
申し込み

申し込み先
伊勢農業協同組合 伊勢グリーンコープ
ふれあい農園係
（〒516-0804 御薗町長屋462、☎22-3557）

伊勢農業協同組合小俣支店
グリーンファーム係
（〒519-0502 小俣町相合634、☎22-2121）

※年度途中に契約した場合の利用料金は、月割りとなります。
※契約期間は、４月～翌年３月です。継続して利用するには、年度ごとに更新が必要です。

はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、各申し込み先へ

うま

せんてい

巡視船「いすず」を一般公開
鳥羽海上保安部（☎鳥羽0599-25-3176）

と　　き　８月22日（日）、午前９時30分～午後
３時30分

と こ ろ　中之郷岸壁（鳥羽市鳥羽3丁目）
内　　容　巡視船「いすず」船内の公開、鳥羽海

上保安部潜水士などによる訓練の実演
（午前11時～・午後１時15分～）、海
上保安庁の制服試着など

※荒天時や事故発生時などは、中止または内容の
変更をすることがあります。
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市では、宮川の改修工事に伴って造成された宮川
左岸の高水敷の有効利用を図るため、利用計画を策
定することとしています。次のとおり、利用計画に
ついて討議を行う懇談会の委員を募集します。
応募資格　市内在住の20歳以上の人
活動内容　懇談会（6回程度）への出席・討議
任　　期　委嘱した日～平成24年3月31日
定　　員　３人以内
申し込み　８月16日（月）～31日（火）〔当日消印有

効〕に、応募用紙と小論文（A４サイズ、
横書き、400字程度）を、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、FAX21-5585、
アドレスkanri@city.ise.mie.jp）へ

※応募用紙は同課にあります。また、市のホーム
ページからもダウンロードできます。
※小論文のテーマは「わたしの考える宮川左岸河
川敷の利用」、または河川敷の利用について自
由に設定。

計画策定経費〔平成22年度予算〕　177万7千円

世界の料理パーティー（アイルランド編）

と　　き　８月22日（日）、午前10時～午後２時
と こ ろ　福祉健康センター
内　　容　アイルランド料理作り
講　　師　サミュエル・アネスリーさん（皇學館

大学外国人指導助手）
定　　員　24人（先着順）
参 加 費　1,200円（協会会員は800円）
持 ち 物　ふきん２枚・タオル・エプロン・筆記

用具
申し込み　８月16日（月）～20日（金）に、電話で

同事務局へ

都市計画素案の縦覧と住民説明会
都市計画課（☎21-5591）

都市計画道路の変更について、素案の縦覧と住
民説明会を行います。
素案の縦覧
と　　き　８月27日（金）～９月10日（金）
と こ ろ　同課・各総合支所地域振興課・伊勢図書館
※素案は、市のホームページでもご覧いただけます。
◆意見書の提出
　素案に対する意見書を提出することができます。
提出資格　市民または利害関係者
提出方法　９月10日（金）〔当日消印有効〕までに、

所定の用紙（縦覧場所にあります）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

◆公聴会の開催
意見書が提出された場合は、意見書を提出した
人が意見を述べる公聴会を開催します。
と　　き　９月27日（月）、午後７時～
と こ ろ　市役所東庁舎・４階４-３会議室
※公聴会の開催の有無は、縦覧期間終了後、市の
ホームページおよびケーブルテレビでお知らせ
します。
住民説明会
と　　き　①８月27日（金）・②８月31日（火）、

午後7時～
と こ ろ　①市役所東庁舎・4階4-3会議室、

②小俣総合支所・３階大研修室

伊勢総合病院　脳ドックを再開
伊勢総合病院健診センター（☎23-5416）

今年４月から休止していた脳ドックを、９月か
ら再開します。
実 施 日　毎週月曜日・水曜日
定　　員　１日につき２人
※詳しくは、同センターへ問い合わせてくださ
い。

8月21日（土）　18：00～
観光文化会館自主事業
ストリートパフォーマンス2010
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（☎28-5105）

9月1日（水）　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）

9月12日（日）　18：00～
観光文化会館自主事業
美輪明宏音楽会「愛」
ところ：観光文化会館
入場料：6,800 円
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。

宮川左岸高水敷利用計画懇談会の
委員を募集
監理課（☎21-5641）

市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）

８月は電気使用安全月間

毎年、高温多湿の夏になると、感電などの電気事
故が多発します。電気の安全点検を行いましょう。
•傷んだコードを使っていませんか
•漏電遮断器を取り付けていますか
•洗濯機や電子レンジにアー
スを取り付けていますか
•１つのコンセントからたくさ
んの電気を使っていませんか

民間の金融機関が一斉防災訓練
（社）名古屋銀行協会（☎名古屋052-231-7851）

９月１日（水）の「防災の日」に、民間の金融機
関で「一斉防災訓練」が実施され、一時的に店舗
のシャッターが閉鎖されます。
これは、地震の警戒宣言発令時には窓口業務が
停止し、一部の店舗のATM（現金自動預払機）
以外は稼動しないことを知っていただくために実
施するものです。
訓練実施時には、別の通用口が確保され、業務
はATMを含め平常どおり行われます。
と　　き　９月１日（水）、午前10時30分～（約

５分間）
金融機関　銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・

農業協同組合・信用漁業協同組合連合
会など、民間の金融機関（郵便局・公
的金融機関を除く）

※詳しくは、各金融機関へ問い合わせてください。

お詫びと訂正
三重県立美術館（☎津059-227-2100）

「伊勢市おしらせ版」７／ 15号に掲載しました
「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」の記事について、次のとおり誤
りがありましたのでお詫びして訂正します。
誤　明治～昭和にかけて活躍
正　大正～昭和にかけて活躍

（財）中部電気保安協会伊勢事業所（☎25-0892）
科学創作展

と　　き　９月４日（土）・５日（日）、午前10時～
午後４時

と こ ろ　生涯学習センターいせトピア
内　　容　市内の小・中学生が作った創造的な作

品や、実験・観察をまとめた作品の展示

７月17日（土）に開催された花火大会の優勝者
は次のとおりです。
打上花火の部　　　（有）篠原煙火店〔長野県〕
スターマインの部　（株）マルゴー〔山梨県〕

沼木中学校内・伊勢市科学創作教育振興会事務局
（☎39-1212）

伊勢神宮奉納全国花火大会の受賞者
観光事業課（☎21-5566）

先の大戦での戦没者の遺児を対象として、戦没者
が亡くなった旧戦域を訪れ、慰霊・追悼を行うと
ともに、その地域の住民との友好親善を図ります。
※日程・実施地域など、詳しくは同会へ問い合わ
せてください。

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
（財）日本遺族会（☎東京03-3261-5521）

養殖研究所一般公開
独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所
業務推進課（☎南伊勢0599-66-1830）
玉城庁舎（☎58-6411）

と　　き　８月28日（土）、午前10時～午後３時
と こ ろ　養殖研究所玉城庁舎（玉城町昼田224-1）
内　　容　研究内容の展示、ウナギ研究について

の講演、アマゴのつかみ取り、タッチ
プール（生き物に触れる水槽）、海藻
のしおり作りなど


