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と　　き　3月29日（火）、午後7時30分～
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
対 談 者　上島憲さん（伊勢商工会議所会頭）

鈴木健一市長
進 行 役　石阪督規さん（三重大学人文学部准教授）

と　　き　3月24日(木)、午後7時～9時
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
内　　容　いなべ市藤原町古田集落での集落営農

による農地を守る取り組みと、和菓子
の製造販売による6次産業の実践につ
いての講演（講師：近藤正治さん〔（有)
藤原ファーム代表取締役〕）

※事前申し込みは不要です。

男女共同参画の
ボランティアスタッフを募集

男女共同参画に関する取り組みを進めるため、
「ボランティア編集スタッフ」と「れいんぼう伊勢
ボランティアスタッフ」を、それぞれ募集します。

男女共同参画ボランティア編集スタッフ
市の広報紙に男女共同参画についての啓発記事
を掲載（年4回程度）するため、取材および編集
会議（毎月2～ 3回）を行います。

男女共同参画れいんぼう伊勢ボランティアスタッフ
市民の皆さんと市が協働して行う男女共同参画
に関するイベントなどを企画・運営します。

応募資格　市内に在住または通勤・通学している人
任　　期　4月～平成24年3月31日
申し込み　3月31日(木)までに、住所・氏名・

年齢・電話番号を、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、アドレス
kouryu@city.ise.mie.jp）へ

行政と財界のトップが伊勢を熱く語る
ザ・トップ対談2011～笑って幸せ～
行政経営課内・伊勢市まちづくり市民会議事務局
（☎21-5510）

地域の農業を考える講演会
農林水産課（☎22-0370）
三重県伊勢農林水産商工環境事務所
農政・普及室（☎27-5170）

市民交流課（☎21-5513、FAX21-5642）

もうすぐ春！　桜を楽しもう！

宮川堤
江戸時代から桜の名所
として知られ、「日本さ
くら名所100選」にも選
定されています。約1㎞
にわたり約1,000本の桜が並びます。
4月1日（金）～10日(日)の春まつり期間中は
ライトアップされます。
桜祭り　 4月2日(土)・午前10時～午後3時
　　　 市民参加の催しが行われます

五十鈴川堤
五十鈴川の清流と朝熊山・
神路山の山々を背景にソメイ
ヨシノの並木と薄紅色のシダ
レザクラが楽しめます。夜は
桜がライトアップされ、美し
い姿が川面に映し出されます。
五十鈴川桜まつり
　3月下旬～

倉田山公園
野球場や駐車場の周囲に桜が咲きます。静か
に花見を堪能したい人にはお薦めの場所です。

内宮神苑
濃いピンク色が鮮やかな早咲きの名物桜・
衣通姫から咲き始めます。内宮入口付近は、ソ
メイヨシノが彩ります。

音無山
伊勢湾を一望できる展望台やつり橋、遊歩道な
どがあり、美しい景色を眺めながら桜並木の散策
を楽しめます。山全体で約2,000本の桜が咲きま
す。3月25日（金）からライトアップされます。
二見浦さくらまつり
3月26日（土）～ 4月３日（日）
主なイベントは26日（土）・27日（日）に実施
写真コンテストも同時開催

横輪桜
5cmにもなろうかという大きな花びらで、白地
にぼんやりとピンク色が混ざった色合いが美しい
桜です。全国的にも珍しい種類で、例年4月上旬
に咲き始めます。
横輪桜まつり2011
3月26日(土)
　～ 4月17日(日)

離宮院公園
シダレザクラ・ソメイヨシノなどが緑深い公園
を明るく彩ります。カンヒザクラは3月上旬に開
花し、濃いピンク色の花を咲かせる珍しい桜です。

宮川ラブリバー公園
清流宮川を背景に、淡いピンク色の美しい花が
咲きます。まだ若木の桜です。

健康の日における啓発事業
簡単！春野菜でバランス食
～適正カロリー、バランスを身につけよう～
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

健康を維持するためには、適量を食べることが
大切です。この機会に適量を覚えて、生活習慣病
を予防しましょう。
と　　き　4月11日(月)、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　適正カロリー・バランス食の講話、

調理実習「簡単！春野菜でバランス食」
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）

要介護認定調査員（嘱託職員）を募集
介護保険課（☎21-5647）

市では、要介護認定に関し、家庭などへ訪問し、
認定調査と調査票の作成を行う認定調査員（嘱託
職員）を随時募集しています。
対　　象　看護師・介護支援専門員などの資格と

普通自動車免許を持っている人で、就
労を希望する人

※ハローワーク伊勢を通じて申し込んでください。

観光事業課（☎21-5566）、観光企画課（☎21-5565）

3月31日（木）まで　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
尾崎咢堂記念館と地域
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）

3月17日（木）　13：30～16：00
成年後見制度に関する講座
生き生き元気に 老いてからの安心生活
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：長寿課（☎21-5559）

3月27日（日）　11：00～、14：00～
観光文化会館自主事業
米村でんじろうサイエンスショー
ところ：観光文化会館
入場料：大人2,000円、高校生以下1,800円
問い合わせ：観光文化会館（☎28-5105）

3月27日（日）・28日（月）
全日本中学生ソフトテニス大会
ところ：市営庭球場、県営サンアリーナ、県営

総合競技場体育館
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。

そとおりひめ

メール
アドレス



春の花まつり
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／ 4月10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／
約250万本の花が咲き乱れる中
で、太鼓・歌・踊りの野外ライブ、
記念植樹、寄せ植え・フラワー
アレンジメントの体験、似顔絵、
スタンプラリーなどを行うほか、
ちびっ子コーナー・飲食コー
ナー・雑貨コーナーがあります

能楽を楽しむ会
伊勢能楽連盟・森さん
（☎28-3470）
とき／4月16日（土）、正午～午
後4時30分　ところ／生涯学
習センターいせトピア　内容／
能「巴」、舞囃子、仕舞、狂言、謠

フォークダンスを踊ろう！
伊勢フォークダンス協会・
竹内さん（☎24-0634）
とき／ 4月8日（金）～ 6月10日
（金）の毎週金曜日、午前10時
～ 11時30分（計10回）　とこ
ろ／尾崎咢堂記念館　参加費／
1,500円　申し込み／事前に同
協会へ

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／4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

ギター・朗読コンサート
遊去さん
とき／①3月26日(土)・②4月
2日(土 )、午後6時30分～　
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「人知れず山懐
に花は咲き」　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

フォトクラブ2000写真展・
田村光寿彫刻展
山根さん（☎28-3793）
と き ／3 月 24日（木）～ 29日
（火）、午前9時～午後7時（24
日は午前11時から、29日は午後
5時まで）　ところ／伊勢図書館・
2階　内容／写真（テーマ「空」
または自由作品）と彫刻（ガマ
蛙の一刀彫など10点）の展示

荒木駿彫刻遺作展
荒木さん（☎25-7979）
とき／4月23日（土）・24日（日）、
午前9時～午後5時　ところ／
生涯学習センターいせトピア・
1階ふれあい広場　内容／荒木
駿さん（元伊勢高等学校教諭・
元伊勢市史編集専門部会委員）に
よる彫刻26点の遺作展と、妻・
いづ子さんのちぎり絵の展示

イセ歌声喫茶の集い
イセ歌声喫茶の集い・高橋さん
（☎22-0858）
とき／ 4月16日（土）・5月21日
（土）・6月18日（土）、午後2時～
ところ／喫茶ロッジ（御薗町新
開）　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）

さくら変奏曲
伊勢市クラシックギターを楽しむ
会・広垣さん（☎090-5618-4463）
とき／3月26日（土）、午後7時～
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
階会議室A　内容／クラシックギ
ターの独奏会　入場料／800円

型紙同好会作品展
サンライフ伊勢 型紙同好会・
鮎澤さん（☎22-3071）
とき／ 3月17日（木）～ 22日
（火）、午前9時～午後5時（最
終日は午後4時まで）　ところ／
伊勢図書館・2階展示ホール　
内容／サンライフ伊勢・型紙教
室の受講生36人が制作した型
紙の作品展

フラメンコ発表会
レメディオス・マリン・カラスコ
（☎28-0306）
とき／ 3月27日（日）、午後3時
30分～　ところ／ハートプラザ
みその　内容／スペイン人講師
と生徒によるフラメンコの発表
入場料／3,000円（前売り2,500
円）

薬用植物観察会
伊勢薬剤師会（☎20-0133）
とき／5月8日（日）、午前9時～
午後0時30分　ところ／県営大
仏山公園　内容／大仏山公園を
散策して身近な薬草に親しむ観
察会　定員／30人（申し込み多
数の場合は抽選）　申し込み／
4月14日(木)までに、往復はがき
に郵便番号・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入し、同会（〒516-
0014 楠部町3039）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。

観光文化会館自主事業
地域にひろがる美しいハーモニー
出逢い・ふれあい・歌い愛
芹洋子と歌おう！
観光文化会館（☎28-5105）

と　　き　6月5日（日）、午後1時30分～
と こ ろ　観光文化会館
内　　容　芹洋子さんと地元合唱団によるコン

サート
入 場 料　3,500円（全席指定席）
※入場券は、3月27日（日）・午前9時から、同館
事務所・喫茶アイドル・相可屋楽器店・村林楽
器伊勢店・エムズネット(三重県文化会館WEB
チケットサービス)・チケットぴあで販売します。

転倒予防教室
伊勢総合病院（☎23-5111）

と　　き　3月26日（土）、午前9時～正午
と こ ろ　伊勢総合病院・2階講堂
内　　容　下表のとおり
 時　間 内　　容
9：00～10：00
11：30～12：00 骨密度測定・骨折リスク評価

10：00～10：30 転倒予防教室
 講演「寝たきりを防ごう～お年寄り
10：30～11：30 の転倒予防～」原隆久さん（伊勢
 総合病院医療部長・整形外科科長）

（社）青年海外協力協会中部支部
（☎名古屋 052-459-7229）

平成23年度JICAボランティアの春募集が4月
1日（金）から始まります。県内では、次のとおり
説明会が開催されます。
と　　き　①4月9日（土）、午後2時～
　　　　　②4月20日（水）、午後6時30分～
と こ ろ　①アスト津（津市）
　　　　　②じばさん三重（四日市市）

国際理解講座
映画「飛べ、ペンギン」上映会
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）
と　　き　3月25日(金)、午後6時30分～9時30分
と こ ろ　伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）
内　　容　韓国映画「飛べ、ペンギン」上映会、

講演会（講師：岸野令子さん〔映画パ
ブリシスト〕）

入 場 料　一般1,000円（前売り800円〔協会
会員は500円〕）、小学生～高校生
800円（前売り300円）、ペアチケッ
ト（2人分）前売り800円

JICAボランティアを募集

三重労働局賃金室（☎津 059-226-2108）

1月8日から産業別最低賃金（時間額）が改正
されました。改正があった業種は次のとおりです。
•ガラス・同製品製造業…776円
•電線・ケーブル製造業…796円
•洋食器・刃物・手道具・金物類製造業…793円
•電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業…781円
•建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品
製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、そ
の他の輸送用機械器具製造業…818円

産業別最低賃金の改正

（財）三重県国際交流財団（☎津 059-223-5006）

県では、21世紀を担う国際感覚と視野に富ん
だ人材を育成するため、留学生に対して奨学金を
給付します。
募集期間　4月20日（水）〔必着〕まで
※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。

三重県私費留学生・医療看護系外国人学生
奨学金の受給者を募集

元気な高齢者の皆さんへ
シルバー人材センターで働きませんか
商工労政課（☎21-5568）

市では、高齢者の皆さんが生きがいを持って臨
時的・短期的に就業することができるよう、（社）
伊勢市シルバー人材センターを支援しています。
入会を希望する人は、最寄りのシルバー人材セ
ンターへ相談してください。
対　　象　市内在住の原則60歳以上の人で、心

身ともに健康で働く意欲のある人
問い合わせ先
（社）伊勢市シルバー人材センター
　　•本所（☎23－6915）
　　•二見支所（☎43－0033）
　　•小俣支所（☎20－5431）
※入会説明会は、原則毎月第2金曜日（3月を除く）
に開催します。

シルバー人材センターへの市補助金
〔平成22年度予算〕 2,074万3千円

すすむ
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春の花まつり
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／ 4月10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／
約250万本の花が咲き乱れる中
で、太鼓・歌・踊りの野外ライブ、
記念植樹、寄せ植え・フラワー
アレンジメントの体験、似顔絵、
スタンプラリーなどを行うほか、
ちびっ子コーナー・飲食コー
ナー・雑貨コーナーがあります

能楽を楽しむ会
伊勢能楽連盟・森さん
（☎28-3470）
とき／4月16日（土）、正午～午
後4時30分　ところ／生涯学
習センターいせトピア　内容／
能「巴」、舞囃子、仕舞、狂言、謠

フォークダンスを踊ろう！
伊勢フォークダンス協会・
竹内さん（☎24-0634）
とき／ 4月8日（金）～ 6月10日
（金）の毎週金曜日、午前10時
～ 11時30分（計10回）　とこ
ろ／尾崎咢堂記念館　参加費／
1,500円　申し込み／事前に同
協会へ

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／4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

ギター・朗読コンサート
遊去さん
とき／①3月26日(土)・②4月
2日(土 )、午後6時30分～　
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「人知れず山懐
に花は咲き」　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

フォトクラブ2000写真展・
田村光寿彫刻展
山根さん（☎28-3793）
と き ／3 月 24日（木）～ 29日
（火）、午前9時～午後7時（24
日は午前11時から、29日は午後
5時まで）　ところ／伊勢図書館・
2階　内容／写真（テーマ「空」
または自由作品）と彫刻（ガマ
蛙の一刀彫など10点）の展示

荒木駿彫刻遺作展
荒木さん（☎25-7979）
とき／4月23日（土）・24日（日）、
午前9時～午後5時　ところ／
生涯学習センターいせトピア・
1階ふれあい広場　内容／荒木
駿さん（元伊勢高等学校教諭・
元伊勢市史編集専門部会委員）に
よる彫刻26点の遺作展と、妻・
いづ子さんのちぎり絵の展示

イセ歌声喫茶の集い
イセ歌声喫茶の集い・高橋さん
（☎22-0858）
とき／ 4月16日（土）・5月21日
（土）・6月18日（土）、午後2時～
ところ／喫茶ロッジ（御薗町新
開）　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）

さくら変奏曲
伊勢市クラシックギターを楽しむ
会・広垣さん（☎090-5618-4463）
とき／3月26日（土）、午後7時～
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
階会議室A　内容／クラシックギ
ターの独奏会　入場料／800円

型紙同好会作品展
サンライフ伊勢 型紙同好会・
鮎澤さん（☎22-3071）
とき／ 3月17日（木）～ 22日
（火）、午前9時～午後5時（最
終日は午後4時まで）　ところ／
伊勢図書館・2階展示ホール　
内容／サンライフ伊勢・型紙教
室の受講生36人が制作した型
紙の作品展

フラメンコ発表会
レメディオス・マリン・カラスコ
（☎28-0306）
とき／ 3月27日（日）、午後3時
30分～　ところ／ハートプラザ
みその　内容／スペイン人講師
と生徒によるフラメンコの発表
入場料／3,000円（前売り2,500
円）

薬用植物観察会
伊勢薬剤師会（☎20-0133）
とき／5月8日（日）、午前9時～
午後0時30分　ところ／県営大
仏山公園　内容／大仏山公園を
散策して身近な薬草に親しむ観
察会　定員／30人（申し込み多
数の場合は抽選）　申し込み／
4月14日(木)までに、往復はがき
に郵便番号・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入し、同会（〒516-
0014 楠部町3039）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。

観光文化会館自主事業
地域にひろがる美しいハーモニー
出逢い・ふれあい・歌い愛
芹洋子と歌おう！
観光文化会館（☎28-5105）

と　　き　6月5日（日）、午後1時30分～
と こ ろ　観光文化会館
内　　容　芹洋子さんと地元合唱団によるコン

サート
入 場 料　3,500円（全席指定席）
※入場券は、3月27日（日）・午前9時から、同館
事務所・喫茶アイドル・相可屋楽器店・村林楽
器伊勢店・エムズネット(三重県文化会館WEB
チケットサービス)・チケットぴあで販売します。

転倒予防教室
伊勢総合病院（☎23-5111）

と　　き　3月26日（土）、午前9時～正午
と こ ろ　伊勢総合病院・2階講堂
内　　容　下表のとおり
 時　間 内　　容
9：00～10：00
11：30～12：00 骨密度測定・骨折リスク評価

10：00～10：30 転倒予防教室
 講演「寝たきりを防ごう～お年寄り
10：30～11：30 の転倒予防～」原隆久さん（伊勢
 総合病院医療部長・整形外科科長）

（社）青年海外協力協会中部支部
（☎名古屋 052-459-7229）

平成23年度JICAボランティアの春募集が4月
1日（金）から始まります。県内では、次のとおり
説明会が開催されます。
と　　き　①4月9日（土）、午後2時～
　　　　　②4月20日（水）、午後6時30分～
と こ ろ　①アスト津（津市）
　　　　　②じばさん三重（四日市市）

国際理解講座
映画「飛べ、ペンギン」上映会
市民交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）
と　　き　3月25日(金)、午後6時30分～9時30分
と こ ろ　伊勢進富座（曽祢2丁目8-27）
内　　容　韓国映画「飛べ、ペンギン」上映会、

講演会（講師：岸野令子さん〔映画パ
ブリシスト〕）

入 場 料　一般1,000円（前売り800円〔協会
会員は500円〕）、小学生～高校生
800円（前売り300円）、ペアチケッ
ト（2人分）前売り800円

JICAボランティアを募集

三重労働局賃金室（☎津 059-226-2108）

1月8日から産業別最低賃金（時間額）が改正
されました。改正があった業種は次のとおりです。
•ガラス・同製品製造業…776円
•電線・ケーブル製造業…796円
•洋食器・刃物・手道具・金物類製造業…793円
•電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業…781円
•建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品
製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、そ
の他の輸送用機械器具製造業…818円

産業別最低賃金の改正

（財）三重県国際交流財団（☎津 059-223-5006）

県では、21世紀を担う国際感覚と視野に富ん
だ人材を育成するため、留学生に対して奨学金を
給付します。
募集期間　4月20日（水）〔必着〕まで
※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。

三重県私費留学生・医療看護系外国人学生
奨学金の受給者を募集

元気な高齢者の皆さんへ
シルバー人材センターで働きませんか
商工労政課（☎21-5568）

市では、高齢者の皆さんが生きがいを持って臨
時的・短期的に就業することができるよう、（社）
伊勢市シルバー人材センターを支援しています。
入会を希望する人は、最寄りのシルバー人材セ
ンターへ相談してください。
対　　象　市内在住の原則60歳以上の人で、心

身ともに健康で働く意欲のある人
問い合わせ先
（社）伊勢市シルバー人材センター
　　•本所（☎23－6915）
　　•二見支所（☎43－0033）
　　•小俣支所（☎20－5431）
※入会説明会は、原則毎月第2金曜日（3月を除く）
に開催します。

シルバー人材センターへの市補助金
〔平成22年度予算〕 2,074万3千円
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と　　き　3月29日（火）、午後7時30分～
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
対 談 者　上島憲さん（伊勢商工会議所会頭）

鈴木健一市長
進 行 役　石阪督規さん（三重大学人文学部准教授）

と　　き　3月24日(木)、午後7時～9時
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
内　　容　いなべ市藤原町古田集落での集落営農

による農地を守る取り組みと、和菓子
の製造販売による6次産業の実践につ
いての講演（講師：近藤正治さん〔（有)
藤原ファーム代表取締役〕）

※事前申し込みは不要です。

男女共同参画の
ボランティアスタッフを募集

男女共同参画に関する取り組みを進めるため、
「ボランティア編集スタッフ」と「れいんぼう伊勢
ボランティアスタッフ」を、それぞれ募集します。

男女共同参画ボランティア編集スタッフ
市の広報紙に男女共同参画についての啓発記事
を掲載（年4回程度）するため、取材および編集
会議（毎月2～ 3回）を行います。

男女共同参画れいんぼう伊勢ボランティアスタッフ
市民の皆さんと市が協働して行う男女共同参画
に関するイベントなどを企画・運営します。

応募資格　市内に在住または通勤・通学している人
任　　期　4月～平成24年3月31日
申し込み　3月31日(木)までに、住所・氏名・

年齢・電話番号を、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、アドレス
kouryu@city.ise.mie.jp）へ

行政と財界のトップが伊勢を熱く語る
ザ・トップ対談2011～笑って幸せ～
行政経営課内・伊勢市まちづくり市民会議事務局
（☎21-5510）

地域の農業を考える講演会
農林水産課（☎22-0370）
三重県伊勢農林水産商工環境事務所
農政・普及室（☎27-5170）

市民交流課（☎21-5513、FAX21-5642）

もうすぐ春！　桜を楽しもう！

宮川堤
江戸時代から桜の名所
として知られ、「日本さ
くら名所100選」にも選
定されています。約1㎞
にわたり約1,000本の桜が並びます。
4月1日（金）～10日(日)の春まつり期間中は
ライトアップされます。
桜祭り　 4月2日(土)・午前10時～午後3時
　　　 市民参加の催しが行われます

五十鈴川堤
五十鈴川の清流と朝熊山・
神路山の山々を背景にソメイ
ヨシノの並木と薄紅色のシダ
レザクラが楽しめます。夜は
桜がライトアップされ、美し
い姿が川面に映し出されます。
五十鈴川桜まつり
　3月下旬～

倉田山公園
野球場や駐車場の周囲に桜が咲きます。静か
に花見を堪能したい人にはお薦めの場所です。

内宮神苑
濃いピンク色が鮮やかな早咲きの名物桜・
衣通姫から咲き始めます。内宮入口付近は、ソ
メイヨシノが彩ります。

音無山
伊勢湾を一望できる展望台やつり橋、遊歩道な
どがあり、美しい景色を眺めながら桜並木の散策
を楽しめます。山全体で約2,000本の桜が咲きま
す。3月25日（金）からライトアップされます。
二見浦さくらまつり
3月26日（土）～ 4月３日（日）
主なイベントは26日（土）・27日（日）に実施
写真コンテストも同時開催

横輪桜
5cmにもなろうかという大きな花びらで、白地
にぼんやりとピンク色が混ざった色合いが美しい
桜です。全国的にも珍しい種類で、例年4月上旬
に咲き始めます。
横輪桜まつり2011
3月26日(土)
　～ 4月17日(日)

離宮院公園
シダレザクラ・ソメイヨシノなどが緑深い公園
を明るく彩ります。カンヒザクラは3月上旬に開
花し、濃いピンク色の花を咲かせる珍しい桜です。

宮川ラブリバー公園
清流宮川を背景に、淡いピンク色の美しい花が
咲きます。まだ若木の桜です。

健康の日における啓発事業
簡単！春野菜でバランス食
～適正カロリー、バランスを身につけよう～
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

健康を維持するためには、適量を食べることが
大切です。この機会に適量を覚えて、生活習慣病
を予防しましょう。
と　　き　4月11日(月)、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　適正カロリー・バランス食の講話、

調理実習「簡単！春野菜でバランス食」
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）

要介護認定調査員（嘱託職員）を募集
介護保険課（☎21-5647）

市では、要介護認定に関し、家庭などへ訪問し、
認定調査と調査票の作成を行う認定調査員（嘱託
職員）を随時募集しています。
対　　象　看護師・介護支援専門員などの資格と

普通自動車免許を持っている人で、就
労を希望する人

※ハローワーク伊勢を通じて申し込んでください。

観光事業課（☎21-5566）、観光企画課（☎21-5565）

3月31日（木）まで　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
尾崎咢堂記念館と地域
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）

3月17日（木）　13：30～16：00
成年後見制度に関する講座
生き生き元気に 老いてからの安心生活
ところ：ハートプラザみその
問い合わせ：長寿課（☎21-5559）

3月27日（日）　11：00～、14：00～
観光文化会館自主事業
米村でんじろうサイエンスショー
ところ：観光文化会館
入場料：大人2,000円、高校生以下1,800円
問い合わせ：観光文化会館（☎28-5105）

3月27日（日）・28日（月）
全日本中学生ソフトテニス大会
ところ：市営庭球場、県営サンアリーナ、県営

総合競技場体育館
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。
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