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と　　き　10月11日（祝）、午前10時～
集合場所　県営サンアリーナ・玄関前
コ ー ス　県営サンアリーナ周辺道路（約10㎞）
定　　員　100人（先着順）
参 加 費　小学生以上200円（当日持参、保険料

を含む）
持 ち 物　自転車・ヘルメット・飲み物・雨具など
申し込み　10月5日（火）までに、所定の申込書

を直接同課へ
※簡単なコースをゆっくりと走りますので、誰で
も参加できます。ぜひご参加ください。
※参加者全員に参加賞があります。

がん検診など
実施医療機関の追加

医療機関　清水内科（神田久志本町、☎22-0100）
実施項目　骨粗しょう症検診（腰椎以外・MD法

など）、がん検診（胃がん〔内視鏡〕、
大腸がん、肺がん、前立腺がん）、麻
しん・風しん（3期・4期）予防接種

健康の日啓発事業
生活習慣病予防
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き　10月11日（祝）、午後1時30分～ 3時
と こ ろ　中央保健センター
対　　象　健康診査などでメタボリックシンド

ロームの改善や予防が必要と言われた
人など

内　　容　講演「メタボリックシンドロームの予
防について」濱口富弥さん（はまぐち
内科クリニック医師）

定　　員　60人（先着順）
申し込み　電話またはファクスで同課へ

健康文化都市推進事業予算額〔平成22年度〕
　430万円（うち国・県補助金62万6千円）　
　※生活習慣病予防分は約150万円（42回分）

野菜づくり学校
農林水産課内・勢農会事務局（☎22-0370）

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、野菜作り体験
を実施します。
と　　き　10月～平成23年2月の日曜日（10日

程度）
と こ ろ　西豊浜町内の農地
対　　象　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

内　　容　冬野菜（ジャガイモ・ニンジン・ハク
サイ・キャベツなど）の定植から収穫
までの作業体験

定　　員　40人（申し込み多数の場合は抽選）
参 加 費　3,000円
申し込み　9月24日（金）までに、

電話で同課へ

伊勢市民サイクリング大会
生涯学習･スポーツ課（☎22-7891）

健康課（☎27-2435）

伊勢総合病院
クレジットカード支払いができます

同病院では、患者の皆さんへのサービス向上の
一環として、診療費などの支払いにクレジット
カードが利用できるようになりました。
現金を持たなくても、入院・外来の診療費や健
診センターの健診料を、カードで支払うことがで
きます。
※利用可能なカードや支払い区分など詳しくは、同
病院のホームページ（http://hospital.ise.mie.jp）
をご覧ください。

伊勢総合病院医療事務課（☎23-5111）

地産地消キャンペーン
探そう！食べよう！三重の味（伊勢編）

三重県産品の購買促進を図る
ため、伊勢市で「地産地消キャ
ンペーン」を行います。
市内の店舗で県産品を購入し
て携帯電話にポイントをためて
いくと、ポイントに応じて抽選
で県産品が当たります。
消費者・生産者・事業者の皆さんは、ぜひキャ
ンペーンに参加してください。
実施期間　10月1日（金）～12月31日（金）
※詳しくは、ホームページ（http://sns.is-town.
com/tth-top.html）をご覧ください。

（財）三重県農林水産支援センター
（☎松阪0598-48-1227）

中小企業勤労者福祉サービスセンター

市では、国・鳥羽市・玉城町と連携し、（社）伊勢・
鳥羽・度会地域中小企業勤労者福祉サービスセン
ター（愛称：ジョイワーク）を支援しています。
同センターは、中小企業で働く皆さんの生活の
安定と福祉の充実を図るため、個々の事業所では実
施困難な福利厚生事業や給付事業を行っています。
入会を希望する人は、同センターへ相談してく
ださい。
対　　象　伊勢市・鳥羽市・玉城町に所在する中

小企業の事業主および従業員（原則、
事業所で加入）
※中小企業とは、従業員数300人以下
の事業所または事務所をいいます。

入 会 金　1人につき500円
会　　費　1人につき月額800円
事業内容　慶弔金の給付、健康診断・人間ドック

などの受診料補助、ハイキング・料理
教室・スポーツ大会の実施など
※イベントなどについては、会員と同
居している家族も利用していただけ
ます。

中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金〔平成22年度予算〕
　2,391万2千円
 （うち国補助金・他市町分担金1,361万2千円）

（社）伊勢・鳥羽・度会地域中小企業勤労者福祉
サービスセンター（☎20-1177）
商工労政課（☎21-5568）

無料成年後見相談会
三重県司法書士会（☎津059-224-5171）

と　　き　９月25日（土）、午前10時～午後４時
と こ ろ　三重県司法書士会館・３階（津市丸之

内養正町17-17）
内　　容　老後の心配事・財産管理・生活支援な

どに関する成年後見制度の相談、クレ
ジット・サラ金の相談

相談方法　面談または電話相談（☎津059-226-
3932〔当日のみ〕）

9月20日（祝）　15：30～
観光文化会館自主事業
大阪交響楽団　名曲ア・ラ・カルト2010
ところ：観光文化会館
入場料：一般3,000円、学生1,000円〔全席指定席〕
問い合わせ：観光文化会館（☎28-5105）

9月25日（土）　9：45～21：00
26日（日）　9：45～17：30

伊勢まつり
ところ：高柳商店街周辺～伊勢市駅周辺
問い合わせ：市民交流課（☎21-5549）

10月1日（金）　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（☎22-7891）

10月10日（日）　11：00～18：00
御薗ラブリバーふれあい祭り
ところ：宮川ラブリバー公園
　　　　（雨天の場合はハートプラザみその）
問い合わせ：御薗総合支所地域振興課（☎22-0236）

10月14日（木）～18日（月）
伊勢神宮奉納社会人野球大会
JABA伊勢大会
ところ：倉田山公園野球場
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

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。



加藤丈晴ギターコンサート
伊勢ギター友の会・西川さん
（☎090-4868-7367）
とき／ 9月19日（日）、午後2時
30分～　ところ／尾崎咢堂記念
館　入場料／大人1,500円、小・
中学生100円

還暦奇念演奏会
河村さん（☎28-4229）
とき／9月19日（日）、午後2時～
ところ／生涯学習センターいせ
トピア・３階研修室１･２　内容／
龍笛・マンドリン・ギター・フルー
トを使った独奏・重奏・合奏

ギター・朗読コンサート
遊去さん
とき／①9月25日（土）・②10月
２日（土）、午後７時～　ところ／
①茶kura茉莉店（馬瀬町1022-2、
☎36-7536）・②町家カフェ（小
俣町明野725-1、☎37-6686）　
内容／ギター・朗読コンサート
「森にラズベリーの実るころ」　
定員／①20人・②18人　入場料／
各1,500円（飲み物付き）　申し
込み／事前に電話で各店へ

木造建築物の組立て等
作業主任者講習
三重県建設労働組合伊勢支部
（☎23-5535）
とき／11月８日（月）・９日（火）、
午前９時～　ところ／三重県建
設労働組合伊勢支部・第2会館
（一之木4丁目644-3）　対象／
木造建築物の構造部材の組み立
てなどの作業に３年以上従事し
た21歳以上の人　定員／50人
（先着順）　受講料／7,500円（教
材費を含む）　申し込み／印鑑・
受講料・顔写真（縦3.5㎝×横
2.5㎝）２枚を持参し、同組合
同支部へ

骨と関節の日 市民公開講座
伊勢総合病院（☎23-5111）
山田赤十字病院（☎28-2171）
とき／10月16日（土）、午後１時
～４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／特別講演「骨粗しょう症
と足腰の痛み～ロコモティブシ
ンドロームにならないために～」
原隆久さん（伊勢総合病院医療
部長）、骨密度測定、健康相談

花フェスタIN朝熊山麓
朝熊山麓に花を咲かす会・
岩﨑さん（☎29-4311）
とき／10月３日（日）、午前９時
30分～午後３時　ところ／県営
サンアリーナ・花の広場　内容／
太鼓・歌・踊りなどのステージ、
記念植樹、似顔絵、ちびっ子コー
ナー（ヨーヨー釣り・こま回し
大会・家族縄跳び大会）など
※会場には、コスモス・マリー
ゴールド・サルビアなどが咲
き誇ります。

伊勢の伝統の能楽まつり
伊勢の伝統の能楽を継承する会・
吉川さん（☎25-6526）
とき／10月17日（日）、正午～　
ところ／生涯学習センターいせ
トピア　内容／一色能・通能・
馬瀬狂言

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
（☎津059-229-3671）
とき／10月１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

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／９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）

吟詠剣詩舞道発表会
耕道神風流日本耕道吟詠会総本部
（☎松阪0598-51-7127）
とき／10月３日（日）、午前９時
30分～午後４時30分　ところ／
生涯学習センターいせトピア　
内容／同会および友好団体の会
員による吟詠・剣舞・詩舞

音訳講座～入門編～
伊勢市ひばり朗読奉仕会・
中北さん（☎22-2600）
とき／10月７日（木）・16日（土）・
21日（木）、午後１時30分～３時
（計３回）　ところ／福祉健康セ
ンター　内容／音訳の基礎知識
を学ぶ講義、実技（声出し、雑誌・
書籍の音訳、テープ・ＣＤへの
録音）　定員／ 15人（先着順）　
申し込み／９月30日（木）（当日
消印有効）までに、往復はがき
に住所・氏名・電話番号および
「音訳講座入門編受講希望」と
記 入 し、同 会（〒516-0076
八日市場町13-1・福祉健康セン
ター内）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。

伝統工芸品等再生支援事業補助金
産業支援課（☎63-5677）

伝統工芸産業の振興・育成を図るため、経費の
一部を補助します。
対象事業　伝統工芸品などに関する伝統技法の再

生、後継者育成、販路開拓
対 象 者　伝統工芸品の製造などに携わる市内の

個人・企業・団体
補助金額　補助対象経費から国・県補助金額など

を差し引いた金額の2分の1以内（上
限額20万円）

申し込み　9月30日（木）までに、申請書（同
課にあります）と必要書類を同課へ

※審査により交付を決定します。

予算額〔平成22年度〕　20万円

お詫びと訂正
健康課（☎27-2435）

「広報いせ」9月号・19ページに掲載しました
「肺炎球菌予防接種実施医療機関」の表中「伊勢
志摩腎クリニック」の所在地・電話番号について、
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　小俣町湯田、☎22-7767
正　村松町、☎38-2622

伊勢公共職業安定所（☎27-8609）

と　　き　10月19日（火）、午後１時30分～３時
30分

と こ ろ　伊勢商工会議所・大ホール
対　　象　平成23年春に高等学校を卒業予定の

就職希望者
※面接会への参加を希望する企業または就職希望
者は、同職業安定所へ連絡
　してください。なお、企業
　については定数になり次第
　締め切ります。

三重矯正展
三重刑務所（☎津059-226-9144）

同所では、「社会を明るくする運動」の一環と
して、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの
更生についての理解を深めることを目的に、三重
矯正展を開催します。
と　　き　10月２日（土）、午前９時30分～午後

４時
と こ ろ　三重刑務所（津市修成町16-1）
内　　容　全国の刑務所で受刑者が作った家具や

小物の展示・販売、施設見学、パネル
展示、くみひも・七宝焼の体験、ブラ
スバンド演奏・踊りなどのステージ、
模擬店・バザーなど

新規高等学校卒業予定者就職面接会

ゆう きょ

く　ら もうり

「法の日」週間に無料相談
津家庭裁判所総務課（☎津059-226-4171）

10月1日（金）～7日（木）の「法の日」週間に合
わせ、次のとおり無料相談を行います。
と　　き　10月５日（火）、午前10時30分～午後

３時30分（受け付けは午後３時まで）
と こ ろ　津センターパレス・２階（津市大門7-15）
内　　容　①法律相談（土地・建物・金銭貸借・

交通事故・相続・離婚など）
②人権・登記相談（暮らしの中の困り
事、土地・建物の登記手続きなど）
③犯罪被害者支援（犯罪被害、刑事手
続きなど）

定　　員　①36人、②24人、③12人（いずれも
先着順）

※相談時間は、１人20分程度
　です。
※秘密は厳守されます。

三重県都市マスタープランの素案を縦覧
三重県県土整備部都市政策室（☎津059-224-2718）

県では、広域的な観点から都市の将来像を示す
「三重県都市マスタープラン（伊勢・鳥羽・南勢
都市計画区域）」の改定を進めています。
同計画の素案を、次のとおり縦覧します。
と　　き　9月24日（金）～ 10月12日（火）
と こ ろ　同室、三重県情報公開・個人情報総合

窓口、伊勢建設事務所、志摩建設事務
所、市都市計画課、各総合支所地域振
興課、伊勢図書館

※素案は、県のホームページ（http://www.pref.
mie.jp/TOSHIKI/HP/toshi/kouchou.htm）
でもご覧いただけます。
意見申出書の提出
素案に対して意見がある人は、意見申出書を提
出し、公聴会で意見を述べることができます。
縦覧期間中（必着）に、同室へ意見申出書を提
出してください。
公聴会
と　　き　10月24日（日）、午後1時～
と こ ろ　二見公民館・大会議室
※意見申出書が提出されなかった場合は、公聴会
を中止します。中止の場合は、縦覧場所（伊勢
図書館を除く）および県のホームページでお知
らせします。

き ねん

しっぽう



加藤丈晴ギターコンサート
伊勢ギター友の会・西川さん
（☎090-4868-7367）
とき／ 9月19日（日）、午後2時
30分～　ところ／尾崎咢堂記念
館　入場料／大人1,500円、小・
中学生100円

還暦奇念演奏会
河村さん（☎28-4229）
とき／9月19日（日）、午後2時～
ところ／生涯学習センターいせ
トピア・３階研修室１･２　内容／
龍笛・マンドリン・ギター・フルー
トを使った独奏・重奏・合奏

ギター・朗読コンサート
遊去さん
とき／①9月25日（土）・②10月
２日（土）、午後７時～　ところ／
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定員／①20人・②18人　入場料／
各1,500円（飲み物付き）　申し
込み／事前に電話で各店へ

木造建築物の組立て等
作業主任者講習
三重県建設労働組合伊勢支部
（☎23-5535）
とき／11月８日（月）・９日（火）、
午前９時～　ところ／三重県建
設労働組合伊勢支部・第2会館
（一之木4丁目644-3）　対象／
木造建築物の構造部材の組み立
てなどの作業に３年以上従事し
た21歳以上の人　定員／50人
（先着順）　受講料／7,500円（教
材費を含む）　申し込み／印鑑・
受講料・顔写真（縦3.5㎝×横
2.5㎝）２枚を持参し、同組合
同支部へ

骨と関節の日 市民公開講座
伊勢総合病院（☎23-5111）
山田赤十字病院（☎28-2171）
とき／10月16日（土）、午後１時
～４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／特別講演「骨粗しょう症
と足腰の痛み～ロコモティブシ
ンドロームにならないために～」
原隆久さん（伊勢総合病院医療
部長）、骨密度測定、健康相談

花フェスタIN朝熊山麓
朝熊山麓に花を咲かす会・
岩﨑さん（☎29-4311）
とき／10月３日（日）、午前９時
30分～午後３時　ところ／県営
サンアリーナ・花の広場　内容／
太鼓・歌・踊りなどのステージ、
記念植樹、似顔絵、ちびっ子コー
ナー（ヨーヨー釣り・こま回し
大会・家族縄跳び大会）など
※会場には、コスモス・マリー
ゴールド・サルビアなどが咲
き誇ります。

伊勢の伝統の能楽まつり
伊勢の伝統の能楽を継承する会・
吉川さん（☎25-6526）
とき／10月17日（日）、正午～　
ところ／生涯学習センターいせ
トピア　内容／一色能・通能・
馬瀬狂言

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
（☎津059-229-3671）
とき／10月１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

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／９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）

吟詠剣詩舞道発表会
耕道神風流日本耕道吟詠会総本部
（☎松阪0598-51-7127）
とき／10月３日（日）、午前９時
30分～午後４時30分　ところ／
生涯学習センターいせトピア　
内容／同会および友好団体の会
員による吟詠・剣舞・詩舞

音訳講座～入門編～
伊勢市ひばり朗読奉仕会・
中北さん（☎22-2600）
とき／10月７日（木）・16日（土）・
21日（木）、午後１時30分～３時
（計３回）　ところ／福祉健康セ
ンター　内容／音訳の基礎知識
を学ぶ講義、実技（声出し、雑誌・
書籍の音訳、テープ・ＣＤへの
録音）　定員／ 15人（先着順）　
申し込み／９月30日（木）（当日
消印有効）までに、往復はがき
に住所・氏名・電話番号および
「音訳講座入門編受講希望」と
記 入 し、同 会（〒516-0076
八日市場町13-1・福祉健康セン
ター内）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。

伝統工芸品等再生支援事業補助金
産業支援課（☎63-5677）

伝統工芸産業の振興・育成を図るため、経費の
一部を補助します。
対象事業　伝統工芸品などに関する伝統技法の再

生、後継者育成、販路開拓
対 象 者　伝統工芸品の製造などに携わる市内の

個人・企業・団体
補助金額　補助対象経費から国・県補助金額など

を差し引いた金額の2分の1以内（上
限額20万円）

申し込み　9月30日（木）までに、申請書（同
課にあります）と必要書類を同課へ

※審査により交付を決定します。

予算額〔平成22年度〕　20万円

お詫びと訂正
健康課（☎27-2435）

「広報いせ」9月号・19ページに掲載しました
「肺炎球菌予防接種実施医療機関」の表中「伊勢
志摩腎クリニック」の所在地・電話番号について、
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　小俣町湯田、☎22-7767
正　村松町、☎38-2622

伊勢公共職業安定所（☎27-8609）

と　　き　10月19日（火）、午後１時30分～３時
30分

と こ ろ　伊勢商工会議所・大ホール
対　　象　平成23年春に高等学校を卒業予定の

就職希望者
※面接会への参加を希望する企業または就職希望
者は、同職業安定所へ連絡
　してください。なお、企業
　については定数になり次第
　締め切ります。

三重矯正展
三重刑務所（☎津059-226-9144）

同所では、「社会を明るくする運動」の一環と
して、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの
更生についての理解を深めることを目的に、三重
矯正展を開催します。
と　　き　10月２日（土）、午前９時30分～午後

４時
と こ ろ　三重刑務所（津市修成町16-1）
内　　容　全国の刑務所で受刑者が作った家具や

小物の展示・販売、施設見学、パネル
展示、くみひも・七宝焼の体験、ブラ
スバンド演奏・踊りなどのステージ、
模擬店・バザーなど

新規高等学校卒業予定者就職面接会

ゆう きょ

く　ら もうり

「法の日」週間に無料相談
津家庭裁判所総務課（☎津059-226-4171）

10月1日（金）～7日（木）の「法の日」週間に合
わせ、次のとおり無料相談を行います。
と　　き　10月５日（火）、午前10時30分～午後

３時30分（受け付けは午後３時まで）
と こ ろ　津センターパレス・２階（津市大門7-15）
内　　容　①法律相談（土地・建物・金銭貸借・

交通事故・相続・離婚など）
②人権・登記相談（暮らしの中の困り
事、土地・建物の登記手続きなど）
③犯罪被害者支援（犯罪被害、刑事手
続きなど）

定　　員　①36人、②24人、③12人（いずれも
先着順）

※相談時間は、１人20分程度
　です。
※秘密は厳守されます。

三重県都市マスタープランの素案を縦覧
三重県県土整備部都市政策室（☎津059-224-2718）

県では、広域的な観点から都市の将来像を示す
「三重県都市マスタープラン（伊勢・鳥羽・南勢
都市計画区域）」の改定を進めています。
同計画の素案を、次のとおり縦覧します。
と　　き　9月24日（金）～ 10月12日（火）
と こ ろ　同室、三重県情報公開・個人情報総合

窓口、伊勢建設事務所、志摩建設事務
所、市都市計画課、各総合支所地域振
興課、伊勢図書館

※素案は、県のホームページ（http://www.pref.
mie.jp/TOSHIKI/HP/toshi/kouchou.htm）
でもご覧いただけます。
意見申出書の提出
素案に対して意見がある人は、意見申出書を提
出し、公聴会で意見を述べることができます。
縦覧期間中（必着）に、同室へ意見申出書を提
出してください。
公聴会
と　　き　10月24日（日）、午後1時～
と こ ろ　二見公民館・大会議室
※意見申出書が提出されなかった場合は、公聴会
を中止します。中止の場合は、縦覧場所（伊勢
図書館を除く）および県のホームページでお知
らせします。

き ねん

しっぽう
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と　　き　10月11日（祝）、午前10時～
集合場所　県営サンアリーナ・玄関前
コ ー ス　県営サンアリーナ周辺道路（約10㎞）
定　　員　100人（先着順）
参 加 費　小学生以上200円（当日持参、保険料

を含む）
持 ち 物　自転車・ヘルメット・飲み物・雨具など
申し込み　10月5日（火）までに、所定の申込書

を直接同課へ
※簡単なコースをゆっくりと走りますので、誰で
も参加できます。ぜひご参加ください。
※参加者全員に参加賞があります。

がん検診など
実施医療機関の追加

医療機関　清水内科（神田久志本町、☎22-0100）
実施項目　骨粗しょう症検診（腰椎以外・MD法

など）、がん検診（胃がん〔内視鏡〕、
大腸がん、肺がん、前立腺がん）、麻
しん・風しん（3期・4期）予防接種

健康の日啓発事業
生活習慣病予防
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き　10月11日（祝）、午後1時30分～ 3時
と こ ろ　中央保健センター
対　　象　健康診査などでメタボリックシンド

ロームの改善や予防が必要と言われた
人など

内　　容　講演「メタボリックシンドロームの予
防について」濱口富弥さん（はまぐち
内科クリニック医師）

定　　員　60人（先着順）
申し込み　電話またはファクスで同課へ

健康文化都市推進事業予算額〔平成22年度〕
　430万円（うち国・県補助金62万6千円）　
　※生活習慣病予防分は約150万円（42回分）

野菜づくり学校
農林水産課内・勢農会事務局（☎22-0370）

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、野菜作り体験
を実施します。
と　　き　10月～平成23年2月の日曜日（10日

程度）
と こ ろ　西豊浜町内の農地
対　　象　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

内　　容　冬野菜（ジャガイモ・ニンジン・ハク
サイ・キャベツなど）の定植から収穫
までの作業体験

定　　員　40人（申し込み多数の場合は抽選）
参 加 費　3,000円
申し込み　9月24日（金）までに、

電話で同課へ

伊勢市民サイクリング大会
生涯学習･スポーツ課（☎22-7891）

健康課（☎27-2435）

伊勢総合病院
クレジットカード支払いができます

同病院では、患者の皆さんへのサービス向上の
一環として、診療費などの支払いにクレジット
カードが利用できるようになりました。
現金を持たなくても、入院・外来の診療費や健
診センターの健診料を、カードで支払うことがで
きます。
※利用可能なカードや支払い区分など詳しくは、同
病院のホームページ（http://hospital.ise.mie.jp）
をご覧ください。

伊勢総合病院医療事務課（☎23-5111）

地産地消キャンペーン
探そう！食べよう！三重の味（伊勢編）

三重県産品の購買促進を図る
ため、伊勢市で「地産地消キャ
ンペーン」を行います。
市内の店舗で県産品を購入し
て携帯電話にポイントをためて
いくと、ポイントに応じて抽選
で県産品が当たります。
消費者・生産者・事業者の皆さんは、ぜひキャ
ンペーンに参加してください。
実施期間　10月1日（金）～12月31日（金）
※詳しくは、ホームページ（http://sns.is-town.
com/tth-top.html）をご覧ください。

（財）三重県農林水産支援センター
（☎松阪0598-48-1227）

中小企業勤労者福祉サービスセンター

市では、国・鳥羽市・玉城町と連携し、（社）伊勢・
鳥羽・度会地域中小企業勤労者福祉サービスセン
ター（愛称：ジョイワーク）を支援しています。
同センターは、中小企業で働く皆さんの生活の
安定と福祉の充実を図るため、個々の事業所では実
施困難な福利厚生事業や給付事業を行っています。
入会を希望する人は、同センターへ相談してく
ださい。
対　　象　伊勢市・鳥羽市・玉城町に所在する中

小企業の事業主および従業員（原則、
事業所で加入）
※中小企業とは、従業員数300人以下
の事業所または事務所をいいます。

入 会 金　1人につき500円
会　　費　1人につき月額800円
事業内容　慶弔金の給付、健康診断・人間ドック

などの受診料補助、ハイキング・料理
教室・スポーツ大会の実施など
※イベントなどについては、会員と同
居している家族も利用していただけ
ます。

中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金〔平成22年度予算〕
　2,391万2千円
 （うち国補助金・他市町分担金1,361万2千円）

（社）伊勢・鳥羽・度会地域中小企業勤労者福祉
サービスセンター（☎20-1177）
商工労政課（☎21-5568）

無料成年後見相談会
三重県司法書士会（☎津059-224-5171）

と　　き　９月25日（土）、午前10時～午後４時
と こ ろ　三重県司法書士会館・３階（津市丸之

内養正町17-17）
内　　容　老後の心配事・財産管理・生活支援な

どに関する成年後見制度の相談、クレ
ジット・サラ金の相談

相談方法　面談または電話相談（☎津059-226-
3932〔当日のみ〕）

9月20日（祝）　15：30～
観光文化会館自主事業
大阪交響楽団　名曲ア・ラ・カルト2010
ところ：観光文化会館
入場料：一般3,000円、学生1,000円〔全席指定席〕
問い合わせ：観光文化会館（☎28-5105）

9月25日（土）　9：45～21：00
26日（日）　9：45～17：30

伊勢まつり
ところ：高柳商店街周辺～伊勢市駅周辺
問い合わせ：市民交流課（☎21-5549）

10月1日（金）　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（☎22-7891）

10月10日（日）　11：00～18：00
御薗ラブリバーふれあい祭り
ところ：宮川ラブリバー公園
　　　　（雨天の場合はハートプラザみその）
問い合わせ：御薗総合支所地域振興課（☎22-0236）

10月14日（木）～18日（月）
伊勢神宮奉納社会人野球大会
JABA伊勢大会
ところ：倉田山公園野球場
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

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。


