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若者の就労と自立を考える
保護者・支援者向けセミナー
いせ若者就業サポートステーション
（☎63-6603、FAX 63-6613）

と　　き　１月29日（土）、午後１時30分～４時
30分

と こ ろ　いせ市民活動センター北館（いせシ
ティープラザ）・２階多目的ホール

対　　象　働くことが不安、人と接することが苦
手などの理由で、自立が難しい若者
（40歳くらいまで)の保護者とその支
援者

内　　容　パネルディスカッション、保護者と支
援者に分かれてのグループワーク

申し込み　１月27日（木）・午後5時までに、住所・
氏名・電話番号またはメールアドレスを、
電話・ファクス・Ｅメールで同ステー
ション（アドレスspst@e-ise.net）へ

と　　き　２月４日（金）～３月４日（金）の毎週金
曜日、午前10時30分～午後５時30分

と こ ろ　伊勢市産業支援センター
対　　象　市内の事業所（製造業など）に勤務する人
内　　容　ホームページ作成ソフトの基本操作や、

制作の基礎知識を習得するセミナー
定　　員　８人（申し込み多数の場合は選考と抽選）
参 加 費　8,625円（教材費を含む）
申し込み　1月17日(月)までに同課へ
予算額〔平成22年度〕　13万3千円

と　　き　①２月８日（火）・②２月16日（水）、
午前９時30分～午後1時

と こ ろ　①小俣保健センター・2階調理実習室、
②生涯学習センターいせトピア・２階
調理室

内　　容　食べ物やエネルギーを大切にする、水を
汚さない、ごみを減らすなど、地球にも
家計にもやさしい、おいしい料理作り

定　　員　各30人（先着順）
参 加 費　300円
持 ち 物　エプロン・三角巾・手ぬぐい
申し込み　電話で同課へ
予算額〔平成22年度〕　５万円

平成23年度障がい児放課後支援事業の
利用者を募集

放課後や学校の長期休暇期間中（夏休みなど）
に、障がいのある子どもに活動の場を提供する「障
がい児放課後支援事業」の利用者を募集します。
利用日時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）、

午後１時30分～６時
（長期休暇期間中は午前9時～午後4時）

利用場所　①身体障がい児…くじらキッズ（重度
身体障害者デイサービスセンターくじ
ら内）、②知的・精神障がい児…フレン
ズ（小俣農村環境改善センター内）

対　　象　市内に住所を有し、小・中学校の特別
支援学級または県内の特別支援学校に
通う子ども

活動内容　自由遊び・創作的活動など
定　　員　①5人、②7人（いずれも1日につき）
申し込み　1月31日(月)までに、所定の申込書

を同課・各総合支所福祉健康課へ
予算額〔平成22年度〕
1,820万１千円（うち国・県補助金1,470万３千円）

ホームページ制作基礎セミナー
産業支援課（☎63-5677）

エコクッキング
環境課（☎21-5542）

障がい福祉課（☎21-5558）

平成23年度放課後児童クラブの児童を募集

2月1日（火）　19：30～21：00
一日健康ウォーキング（勢田町コース）
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）

2月12日（土）　13：00～
伊勢市社会福祉大会
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：生活支援課（☎21-5557）

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。

対　　象　次の要件をすべて満たす児童
•平成23年４月現在、小学１年生～３年生である
•保護者が、昼間に仕事で家庭にいないなどの理
由で見守ることができない
•希望する放課後児童クラブへ通所できる
募集期間　２月１日（火）～ 14日（月）

問い合わせ
•二見町の放課後児童クラブ
…二見総合支所福祉健康課（☎42-1113）
•小俣町の放課後児童クラブ
…小俣総合支所福祉健康課（☎22-7862）
•御薗町の放課後児童クラブ
…御薗総合支所福祉健康課（☎22-0261）

■民間の放課後児童クラブ
市内には、下表のとおり、市が事業を委託している民間の放課後児童クラブがあります。利用を希望す
る場合は、各クラブへ問い合わせてください。

新春税務講演会
伊勢商工会議所内・伊勢税務連絡協議会
（☎25-5155）

予算額〔平成22年度〕
１億2,437万4千円
⎛うち国・県補助金、利用料⎞
⎝収入5,925万4千円 ⎠二見町・小俣町・御薗町の各放課後児童クラブでは、平成23年度にクラブの

利用を希望する児童を募集します。利用するためには、登録と利用料が必要です。

と　　き　２月１日（火）、午後３時～５時
と こ ろ　神宮会館・大講堂（宇治中之切町152）
内　　容　講演「税務行政の現状と行方－経済・

社会のグローバル化・ＩＴ化の中で－」
氏兼裕之さん（名古屋国税局長）

※事前申し込みは不要です。

手軽に冬野菜を味わおう
～メタボ予防の食生活・実践編～
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き　２月11日（祝）、午前10時～午後１時
と こ ろ　福祉健康センター・1階調理室
対　　象　市内在住の人
内　　容　講話「野菜をおいしく上手にとるこつ」、

調理実習「簡単！冬野菜レシピ」
定　　員　30人（先着順）
持 ち 物　エプロン・三角巾・調理実習費300円
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〕　3万円（３回分）

こども課（☎21-5561）

※生活保護世帯・一人親世帯の人には減額制度があります。

クラブ名 所在地 電話番号 募集期間
杉の子学童クラブ 久世戸町5 23-1076 随時
すみれ学童クラブ 常磐3丁目10-44 29-0804 2月中旬
明照こどもクラブ 楓（かえで） 吹上2丁目5-41 28-2678 随時
明照こどもクラブ 楪（ゆずりは） 吹上2丁目7-10 28-2678 随時
ひまわり学童クラブ 旭町349 28-9003 終了・応相談
はまっこ学童クラブ 神社港262-1 36-3755 1月31日（月）まで
とよはま学童クラブ 西豊浜町1760 37-7071 随時
放課後学童クラブリンドバーグ 佐八 佐八町2060 39-6802 2月中旬
放課後児童クラブリンドバーグ 四郷 楠部町2484 39-6802 随時
放課後児童クラブリンドバーグ 大湊 大湊町1074-1 63-6225 随時
学童クラブレインボーキッズ 上野町2908 050-7000-1819 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ早修学童部 宮町1丁目8-19 20-5155 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ城田学童部 上地町1770 080-1622-5021 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ浜郷学童部 黒瀬町1736-2 080-1622-5575 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ厚生学童部 宮後1丁目10-21 65-7252 随時
学童クラブシルバースプーン 河崎1丁目14-21 63-5682 随時
あけの学童クラブ 小俣町新村558-21 20-7160 随時



巨匠今村昌平没後5年記念
「楢山節考」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（☎090-2611-0919〔午後6時～10時〕）
とき／1月15日（土)、午後6時30分～　ところ／
伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）　内容／高齢者問
題を描いた映画「楢山節考」（1983年カンヌ国
際映画祭最高賞受賞作品）の上映　入場料／
1,000円（前売り800円）

講演会「三重・海村の文化」
（財）三重県友の会伊勢支部・河合さん
（☎090-7314-5788）
とき／１月22日（土)、午後1時30分～ 3時　と
ころ／生涯学習センターいせトピア・3階文化交
流室　講師／石原義剛さん（海の博物館館長）　
定員／20人（先着順）　申し込み／1月20日（木）
までに、電話で同支部へ

合唱アンサンブル
カンマーコール伊勢演奏会
カンマーコール伊勢・八田さん（☎090-4448-4802）
とき／1月23日（日)、午後2時30分～　ところ／
生涯学習センターいせトピア　内容／ミサ曲口短
調（バッハ作曲）などの演奏　入場料／中学生以
上1,000円

アマチュア人形劇フェスティバル
人形劇団おたまじゃくし・西村さん（☎25-9632）
とき／2月13日（日)、午前10時30分～・午後1時
30分　ところ／生涯学習センターいせトピア　
内容／地域で活動するアマチュア6団体による人
形劇・パネルシアター・歌遊び　参加協力券／
700円（前売り500円）

ステップワンチャリティーコンサート
杉ちゃん＆鉄平
クラシックを遊ぶ音楽実験室
ステップワン作業所（☎23-6677）
とき／2月25日（金)、午後7時～　ところ／観光
文化会館・大ホール　内容／誰もが知っているク
ラシックの名曲を、童謡やＣＭソング、街で聞こ
える環境音と融合させて音楽を楽しむコンサート
入場料／一般4,000円（前売り3,500円）、小・
中学生・高校生2,500円（前売り2,000円）

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。

介護相談員を募集
介護保険課（☎21-5560）

介護サービス利用者の要望・疑問・苦情・不安
などを聞き取り、問題解決のために介護サービス
事業所との調整を行う「介護相談員」を募集します。
任　　期　4月1日～平成25年3月31日
活動内容　月６回程度以上の相談活動（１回２時

間程度）、定例会議（２カ月に１回）
への参加、研修（前期研修３泊４日、
後期研修１日）への参加

定　　員　８人（書類審査・面接により選考）
申し込み期間　１月17日（月）～２月10日（木）
※活動回数に応じ、月額30,000円（交通費を含
む）を上限として報酬が支給されます。
※応募資格・申し込み方法など詳しくは、同課へ
問い合わせるか、市のホームページをご覧くだ
さい。
予算額〔平成22年度〕　312万8千円

公有財産売却のお知らせ
管財契約課（☎21-5526）
市が所有する公有財産を、インターネットを利
用した「Yahoo！オークション」の一般競争入札
で売却します。
売却予定物品　マイクロバス１台、ごみ収集車３台、

貨物車１台、発電機１台
入札期間　２月16日（水）～ 23日（水）
参加申し込み期間　１月13日（木）～２月２日（水）
※入札に参加できるのは、一定の参加資格を満た
す個人・法人です。（Yahoo! JAPAN IDを取
得する必要があります）
※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

介護保険課（☎21-5560）

と　　き　３月２日（水）、午前11時～午後２時30分
と こ ろ　二見町内の旅館
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、介護相談など
定　　員　40人程度
参 加 費　500円（昼食代、入浴代を含む）
申し込み　２月15日（火）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〕

家族介護者交流事業
二見おひなさまめぐりに出かけよう！

1月15日～21日は 防災とボランティア週間
危機管理課（☎21-5523）

点訳奉仕者初級養成講習会
三重県視覚障害者支援センター
（☎津059-228-6367）

市営大世古墓地の使用者を募集
環境課（☎21-5541）

市営大世古墓地の空き区画（前使用者から返還
された区画）の使用者を募集します。
対　　象　申請時に市内に住所を有し、かつ埋蔵

していない遺骨を持っている人（市営
墓地使用者を除く）

募集区画　32区画（同一区画に複数の申し込み
があった場合は抽選）

申し込み　２月１日（火）～ 14日（月）に、申込
書と必要書類を同課へ

※申し込みできるのは、1人1区画のみとします。
※申込書などは、1月20日（木）以降、同課にあ
ります。
※条例に基づく使用料と管理手数料が必要です。

講演会・シンポジウム
在宅を支えるために手をつなごう
（社）三重県看護協会内・三重県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会（☎津059-225-1010）

と　　き　２月20日（日）、午後１時30分～５時
と こ ろ　三重県総合文化センター・中ホール

（津市一身田上津部田1234）
内　　容　講演「自宅で大往生－『ええ人生やった』

と言うために～地域で生き、地域で逝
く人々を支える医療・ケア～」中村伸一
さん（国民健康保険 名田庄診察所所長）、
シンポジウム「わが家が一番～命をつ
なぐバトンをおとさないで～」

定　　員　800人
参 加 費　無料

日本語支援ボランティア養成講座
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）
（財）三重県国際交流財団（☎津059-223-5006）

と　　き　２月７日（月）・９日（水）・16日（水）・
21日（月）・23日（水）、午前10時～正午

と こ ろ　三重県視覚障害者支援センター
定　　員　50人（申し込み多数の場合は書類選考）
申し込み　１月28日（金）までに、所定の申込書

を同センターへ
※テキスト代630円と点字器代1,600円が必要で
す。（持っている人は購入する必要はありません）
※参加資格・申し込み方法など詳しくは、同セ
ンターへ問い合わせるか、ホームページ
（http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/）をご覧く
ださい。

と　　き　２月20日（日）、午前10時～午後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
内　　容　外国人住民の日本語習得を支援するボ

ランティアの養成講座
講　　師　船見和秀さん（国際交流センター日本

語教師養成講座講師）
定　　員　30人
申し込み　２月15日（火）までに、所定の申込書

を（財）三重県国際交流財団へ
※詳しくは、同財団へ問い合わせるか、ホームペー
ジ（http://www.mief.or.jp/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）

と　　き　１月22日（土）・23日（日）、午前10時～
午後3時（2日間）

と こ ろ　伊勢商工会議所・４階中ホール
内　　容　外国人住民の日本語習得を支援するボ

ランティアの養成講座
講　　師　赤塚恵子さん（鈴鹿国際大学准教授）
定　　員　40人
参 加 費　会員400円・一般500円
申し込み　１月20日（木）までに同協会へ

「三重の文化と社会」 in 伊勢

と　　き　１月29日（土）、午後1時～
と こ ろ　小俣図書館・2階ホール
内　　容　シンポジウム「歴史を活かした町づく

り」、大学院生による「伊勢市及び三
重県の文化と社会」に関する調査・研
究成果の発表

三重大学人文学部（☎津 059-231-9122）

なら やま ぶし こう

平成７年１月17日の阪神・淡路大震災により、
多くの被害が発生しましたが、そのような中、被
災地ではボランティア活動が盛んに行われました。
国は、この地震が発生したことを忘れないよう
にするとともに、防災ボランティア活動への理解
と協力を深めるため、毎年1月17日を「防災と
ボランティアの日」、1月15日～ 21日を「防災
とボランティア週間」としています。
この機会に、家族で災害とボランティア活動に
ついて考えてみてください。



巨匠今村昌平没後5年記念
「楢山節考」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（☎090-2611-0919〔午後6時～10時〕）
とき／1月15日（土)、午後6時30分～　ところ／
伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）　内容／高齢者問
題を描いた映画「楢山節考」（1983年カンヌ国
際映画祭最高賞受賞作品）の上映　入場料／
1,000円（前売り800円）

講演会「三重・海村の文化」
（財）三重県友の会伊勢支部・河合さん
（☎090-7314-5788）
とき／１月22日（土)、午後1時30分～ 3時　と
ころ／生涯学習センターいせトピア・3階文化交
流室　講師／石原義剛さん（海の博物館館長）　
定員／20人（先着順）　申し込み／1月20日（木）
までに、電話で同支部へ

合唱アンサンブル
カンマーコール伊勢演奏会
カンマーコール伊勢・八田さん（☎090-4448-4802）
とき／1月23日（日)、午後2時30分～　ところ／
生涯学習センターいせトピア　内容／ミサ曲口短
調（バッハ作曲）などの演奏　入場料／中学生以
上1,000円

アマチュア人形劇フェスティバル
人形劇団おたまじゃくし・西村さん（☎25-9632）
とき／2月13日（日)、午前10時30分～・午後1時
30分　ところ／生涯学習センターいせトピア　
内容／地域で活動するアマチュア6団体による人
形劇・パネルシアター・歌遊び　参加協力券／
700円（前売り500円）

ステップワンチャリティーコンサート
杉ちゃん＆鉄平
クラシックを遊ぶ音楽実験室
ステップワン作業所（☎23-6677）
とき／2月25日（金)、午後7時～　ところ／観光
文化会館・大ホール　内容／誰もが知っているク
ラシックの名曲を、童謡やＣＭソング、街で聞こ
える環境音と融合させて音楽を楽しむコンサート
入場料／一般4,000円（前売り3,500円）、小・
中学生・高校生2,500円（前売り2,000円）

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。

介護相談員を募集
介護保険課（☎21-5560）

介護サービス利用者の要望・疑問・苦情・不安
などを聞き取り、問題解決のために介護サービス
事業所との調整を行う「介護相談員」を募集します。
任　　期　4月1日～平成25年3月31日
活動内容　月６回程度以上の相談活動（１回２時

間程度）、定例会議（２カ月に１回）
への参加、研修（前期研修３泊４日、
後期研修１日）への参加

定　　員　８人（書類審査・面接により選考）
申し込み期間　１月17日（月）～２月10日（木）
※活動回数に応じ、月額30,000円（交通費を含
む）を上限として報酬が支給されます。
※応募資格・申し込み方法など詳しくは、同課へ
問い合わせるか、市のホームページをご覧くだ
さい。
予算額〔平成22年度〕　312万8千円

公有財産売却のお知らせ
管財契約課（☎21-5526）
市が所有する公有財産を、インターネットを利
用した「Yahoo！オークション」の一般競争入札
で売却します。
売却予定物品　マイクロバス１台、ごみ収集車３台、

貨物車１台、発電機１台
入札期間　２月16日（水）～ 23日（水）
参加申し込み期間　１月13日（木）～２月２日（水）
※入札に参加できるのは、一定の参加資格を満た
す個人・法人です。（Yahoo! JAPAN IDを取
得する必要があります）
※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

介護保険課（☎21-5560）

と　　き　３月２日（水）、午前11時～午後２時30分
と こ ろ　二見町内の旅館
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、介護相談など
定　　員　40人程度
参 加 費　500円（昼食代、入浴代を含む）
申し込み　２月15日（火）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〕

家族介護者交流事業
二見おひなさまめぐりに出かけよう！

1月15日～21日は 防災とボランティア週間
危機管理課（☎21-5523）

点訳奉仕者初級養成講習会
三重県視覚障害者支援センター
（☎津059-228-6367）

市営大世古墓地の使用者を募集
環境課（☎21-5541）

市営大世古墓地の空き区画（前使用者から返還
された区画）の使用者を募集します。
対　　象　申請時に市内に住所を有し、かつ埋蔵

していない遺骨を持っている人（市営
墓地使用者を除く）

募集区画　32区画（同一区画に複数の申し込み
があった場合は抽選）

申し込み　２月１日（火）～ 14日（月）に、申込
書と必要書類を同課へ

※申し込みできるのは、1人1区画のみとします。
※申込書などは、1月20日（木）以降、同課にあ
ります。
※条例に基づく使用料と管理手数料が必要です。

講演会・シンポジウム
在宅を支えるために手をつなごう
（社）三重県看護協会内・三重県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会（☎津059-225-1010）

と　　き　２月20日（日）、午後１時30分～５時
と こ ろ　三重県総合文化センター・中ホール

（津市一身田上津部田1234）
内　　容　講演「自宅で大往生－『ええ人生やった』

と言うために～地域で生き、地域で逝
く人々を支える医療・ケア～」中村伸一
さん（国民健康保険 名田庄診察所所長）、
シンポジウム「わが家が一番～命をつ
なぐバトンをおとさないで～」

定　　員　800人
参 加 費　無料

日本語支援ボランティア養成講座
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）
（財）三重県国際交流財団（☎津059-223-5006）

と　　き　２月７日（月）・９日（水）・16日（水）・
21日（月）・23日（水）、午前10時～正午

と こ ろ　三重県視覚障害者支援センター
定　　員　50人（申し込み多数の場合は書類選考）
申し込み　１月28日（金）までに、所定の申込書

を同センターへ
※テキスト代630円と点字器代1,600円が必要で
す。（持っている人は購入する必要はありません）
※参加資格・申し込み方法など詳しくは、同セ
ンターへ問い合わせるか、ホームページ
（http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/）をご覧く
ださい。

と　　き　２月20日（日）、午前10時～午後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
内　　容　外国人住民の日本語習得を支援するボ

ランティアの養成講座
講　　師　船見和秀さん（国際交流センター日本

語教師養成講座講師）
定　　員　30人
申し込み　２月15日（火）までに、所定の申込書

を（財）三重県国際交流財団へ
※詳しくは、同財団へ問い合わせるか、ホームペー
ジ（http://www.mief.or.jp/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）

と　　き　１月22日（土）・23日（日）、午前10時～
午後3時（2日間）

と こ ろ　伊勢商工会議所・４階中ホール
内　　容　外国人住民の日本語習得を支援するボ

ランティアの養成講座
講　　師　赤塚恵子さん（鈴鹿国際大学准教授）
定　　員　40人
参 加 費　会員400円・一般500円
申し込み　１月20日（木）までに同協会へ

「三重の文化と社会」 in 伊勢

と　　き　１月29日（土）、午後1時～
と こ ろ　小俣図書館・2階ホール
内　　容　シンポジウム「歴史を活かした町づく

り」、大学院生による「伊勢市及び三
重県の文化と社会」に関する調査・研
究成果の発表

三重大学人文学部（☎津 059-231-9122）

なら やま ぶし こう

平成７年１月17日の阪神・淡路大震災により、
多くの被害が発生しましたが、そのような中、被
災地ではボランティア活動が盛んに行われました。
国は、この地震が発生したことを忘れないよう
にするとともに、防災ボランティア活動への理解
と協力を深めるため、毎年1月17日を「防災と
ボランティアの日」、1月15日～ 21日を「防災
とボランティア週間」としています。
この機会に、家族で災害とボランティア活動に
ついて考えてみてください。
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若者の就労と自立を考える
保護者・支援者向けセミナー
いせ若者就業サポートステーション
（☎63-6603、FAX 63-6613）

と　　き　１月29日（土）、午後１時30分～４時
30分

と こ ろ　いせ市民活動センター北館（いせシ
ティープラザ）・２階多目的ホール

対　　象　働くことが不安、人と接することが苦
手などの理由で、自立が難しい若者
（40歳くらいまで)の保護者とその支
援者

内　　容　パネルディスカッション、保護者と支
援者に分かれてのグループワーク

申し込み　１月27日（木）・午後5時までに、住所・
氏名・電話番号またはメールアドレスを、
電話・ファクス・Ｅメールで同ステー
ション（アドレスspst@e-ise.net）へ

と　　き　２月４日（金）～３月４日（金）の毎週金
曜日、午前10時30分～午後５時30分

と こ ろ　伊勢市産業支援センター
対　　象　市内の事業所（製造業など）に勤務する人
内　　容　ホームページ作成ソフトの基本操作や、

制作の基礎知識を習得するセミナー
定　　員　８人（申し込み多数の場合は選考と抽選）
参 加 費　8,625円（教材費を含む）
申し込み　1月17日(月)までに同課へ
予算額〔平成22年度〕　13万3千円

と　　き　①２月８日（火）・②２月16日（水）、
午前９時30分～午後1時

と こ ろ　①小俣保健センター・2階調理実習室、
②生涯学習センターいせトピア・２階
調理室

内　　容　食べ物やエネルギーを大切にする、水を
汚さない、ごみを減らすなど、地球にも
家計にもやさしい、おいしい料理作り

定　　員　各30人（先着順）
参 加 費　300円
持 ち 物　エプロン・三角巾・手ぬぐい
申し込み　電話で同課へ
予算額〔平成22年度〕　５万円

平成23年度障がい児放課後支援事業の
利用者を募集

放課後や学校の長期休暇期間中（夏休みなど）
に、障がいのある子どもに活動の場を提供する「障
がい児放課後支援事業」の利用者を募集します。
利用日時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）、

午後１時30分～６時
（長期休暇期間中は午前9時～午後4時）

利用場所　①身体障がい児…くじらキッズ（重度
身体障害者デイサービスセンターくじ
ら内）、②知的・精神障がい児…フレン
ズ（小俣農村環境改善センター内）

対　　象　市内に住所を有し、小・中学校の特別
支援学級または県内の特別支援学校に
通う子ども

活動内容　自由遊び・創作的活動など
定　　員　①5人、②7人（いずれも1日につき）
申し込み　1月31日(月)までに、所定の申込書

を同課・各総合支所福祉健康課へ
予算額〔平成22年度〕
1,820万１千円（うち国・県補助金1,470万３千円）

ホームページ制作基礎セミナー
産業支援課（☎63-5677）

エコクッキング
環境課（☎21-5542）

障がい福祉課（☎21-5558）

平成23年度放課後児童クラブの児童を募集

2月1日（火）　19：30～21：00
一日健康ウォーキング（勢田町コース）
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）

2月12日（土）　13：00～
伊勢市社会福祉大会
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：生活支援課（☎21-5557）

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。

対　　象　次の要件をすべて満たす児童
•平成23年４月現在、小学１年生～３年生である
•保護者が、昼間に仕事で家庭にいないなどの理
由で見守ることができない
•希望する放課後児童クラブへ通所できる
募集期間　２月１日（火）～ 14日（月）

問い合わせ
•二見町の放課後児童クラブ
…二見総合支所福祉健康課（☎42-1113）
•小俣町の放課後児童クラブ
…小俣総合支所福祉健康課（☎22-7862）
•御薗町の放課後児童クラブ
…御薗総合支所福祉健康課（☎22-0261）

■民間の放課後児童クラブ
市内には、下表のとおり、市が事業を委託している民間の放課後児童クラブがあります。利用を希望す
る場合は、各クラブへ問い合わせてください。

新春税務講演会
伊勢商工会議所内・伊勢税務連絡協議会
（☎25-5155）

予算額〔平成22年度〕
１億2,437万4千円
⎛うち国・県補助金、利用料⎞
⎝収入5,925万4千円 ⎠二見町・小俣町・御薗町の各放課後児童クラブでは、平成23年度にクラブの

利用を希望する児童を募集します。利用するためには、登録と利用料が必要です。

と　　き　２月１日（火）、午後３時～５時
と こ ろ　神宮会館・大講堂（宇治中之切町152）
内　　容　講演「税務行政の現状と行方－経済・

社会のグローバル化・ＩＴ化の中で－」
氏兼裕之さん（名古屋国税局長）

※事前申し込みは不要です。

手軽に冬野菜を味わおう
～メタボ予防の食生活・実践編～
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

と　　き　２月11日（祝）、午前10時～午後１時
と こ ろ　福祉健康センター・1階調理室
対　　象　市内在住の人
内　　容　講話「野菜をおいしく上手にとるこつ」、

調理実習「簡単！冬野菜レシピ」
定　　員　30人（先着順）
持 ち 物　エプロン・三角巾・調理実習費300円
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〕　3万円（３回分）

こども課（☎21-5561）

※生活保護世帯・一人親世帯の人には減額制度があります。

クラブ名 所在地 電話番号 募集期間
杉の子学童クラブ 久世戸町5 23-1076 随時
すみれ学童クラブ 常磐3丁目10-44 29-0804 2月中旬
明照こどもクラブ 楓（かえで） 吹上2丁目5-41 28-2678 随時
明照こどもクラブ 楪（ゆずりは） 吹上2丁目7-10 28-2678 随時
ひまわり学童クラブ 旭町349 28-9003 終了・応相談
はまっこ学童クラブ 神社港262-1 36-3755 1月31日（月）まで
とよはま学童クラブ 西豊浜町1760 37-7071 随時
放課後学童クラブリンドバーグ 佐八 佐八町2060 39-6802 2月中旬
放課後児童クラブリンドバーグ 四郷 楠部町2484 39-6802 随時
放課後児童クラブリンドバーグ 大湊 大湊町1074-1 63-6225 随時
学童クラブレインボーキッズ 上野町2908 050-7000-1819 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ早修学童部 宮町1丁目8-19 20-5155 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ城田学童部 上地町1770 080-1622-5021 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ浜郷学童部 黒瀬町1736-2 080-1622-5575 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ厚生学童部 宮後1丁目10-21 65-7252 随時
学童クラブシルバースプーン 河崎1丁目14-21 63-5682 随時
あけの学童クラブ 小俣町新村558-21 20-7160 随時


