
2006年（平成18年）

2／15号

犬のしつけ方教室犬のしつけ方教室 平成平成1818年度年度
身体障害者デイサービスの身体障害者デイサービスの
参加者募集参加者募集

社会福祉協議会伊勢支所（℡27－2425）

下表のとおり、デイサービス事業として教室を

開催します。

ところ 伊勢市福祉健康センター

対　象 身体障害者手帳をお持ちの方

受講料 所得に応じて必要（教材費は別途実費負

担）

申　込 市役所障害福祉課（℡21－5558、FAX

21－5555）

※参加希望者が５人以下の教室は、開催できない

場合があります。

エコクッキングエコクッキング

環境政策課（℡21－5540）

と　き ３月10日（金）・16日（木）、午前９時

30分～午後１時（両日とも内容は同じ）

ところ 伊勢市福祉健康センター１階・調理実習

室

内　容 水を汚さない、ごみを減らすなど、地球

にやさしい料理を作ります

定　員 各30人（先着順）

参加費 無料

持ち物 エプロン、三角巾

申　込 同課へ

教室名 開催日 時間

色紙絵 第１日曜日 10:00～12:00

生け花 第２火曜日 10:00～12:00

料理 第２水曜日 10:00～12:00

ちぎり絵 第２土曜日 10:00～12:00

手芸 第１・３金曜日 10:00～12:00

絵手紙 第２・４水曜日 13:00～15:00

第１・３金曜日 13:00～15:00

パソコン（肢体）
第２・４金曜日 13:00～15:00

第１・３火曜日 13:00～15:00

第２・４火曜日 13:00～15:00

パソコン（聴覚）
第４金曜日 19:00～21:00

第４土曜日 10:00～12:00

パソコン（視覚） 第１・３木曜日 13:00～15:00

やさしい保健体操 第２・４火曜日 13:00～15:00

日本語表現 第１水曜日 13:00～15:00

環境政策課（℡21－5540）

と　き ３月５日（日）、午後１時30分～３時30

分

ところ 生涯学習センターいせトピア３階・研修

室

内　容 モデル犬を使って、基本的な犬の行動学

を学びます

定　員 80人（先着順）

参加費 無料

申　込 同課へ

※犬の同伴はできません。



44月月11日から日から
高年齢者の雇用確保が高年齢者の雇用確保が
義務付けられます義務付けられます

ハローワーク伊勢（伊勢公共職業安定所）
（℡27－8609）

高年齢者の雇用安定法の改正により、65歳未満

の定年の定めをしている事業主は、４月１日から

次のいずれかの措置を講ずることが義務付けられ

ます。

①定年の引き上げ

②継続雇用制度の導入

③定年の廃止

なお、①および②の義務化年齢は、厚生年金の

支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ

て、次のとおり段階的に引き上げることもできま

す。

平成18年４月１日→62歳

平成19年４月１日→63歳

平成22年４月１日→64歳

平成25年４月１日→65歳

また、②の継続雇用制度の導入については、原

則として希望者全員が対象ですが、労使協定によ

り一定の基準を定めて導入することもできます。

～学んで～学んで、、遊んで遊んで、、楽しみました～楽しみました～

いせトピア新春まつりいせトピア新春まつり

１月15日、伊勢市生涯学習センターいせト

ピアで「新春まつり」が開催されました。

１階ロビーでは、ジャンボかるた大会や餅

つき大会が行われ、子どもたちのにぎやかな

声が響きました。

また、みんなで楽しめる体験コーナーを施

設内に設置。牛乳パックを使った簡単な工作

や昔の遊び、茶道などを体験しました。

屋外には、アシ

カとペンギンが登

場し、かわいいし

ぐさに皆さんも思

わず笑顔に…。

楽しいひととき

でした。

伊勢楽市の出店者を募集伊勢楽市の出店者を募集

伊勢楽市実行委員会（^伊勢市観光協会内）
（℡28－3705）

下記のとおり、伊勢楽市を開催します。

と　き ４月８日（土）・９日（日）、午前10時

～午後４時

ところ 伊勢市駅前～外宮周辺

対　象 個人、団体、企業

申　込 ２月16日（木）～28日（火）に同委員

会へ

出店者を募集



青春キネマ館

成瀬巳喜男監督作品
映画上映会
青春キネマ館＆キッズシアター
実行委員会（℡23－0839）

とき ①２月15日（水）・②３月

８日（水）、いずれも午前11時、

午後２時・８時からの３回上映

ところ 伊勢進富座（曽祢２丁目

8－27）

上映内容 ①浮雲（高峰秀子主

演：昭和30年）、②驟雨
しゅうう

（原節子

主演：昭和31年）

入場料 １回につき800円（①②

ともご覧になる方は1,400円）

美術セミナー
三重県立美術館友の会・大井さん
（℡28－6260）

とき ２月18日（土）、午後１時

30分～３時30分

ところ 生涯学習センターいせト

ピア３階・研修室

内容 講演「風景の発見～東西美

術に見る風景表現～」生田ゆきさ

ん（同美術館学芸員）

※事前の申し込みは不要です。

４市町村合併記念

マジック発表会
大形さん（℡28－3888）
福井さん（℡43－2814）

とき ２月19日（日）、午後２時

15分～（午後１時30分開場）

ところ 生涯学習センターいせト

ピア・多目的ホール

語り部お茶会（防災講座）
伊勢市社会福祉協議会小俣支所
（℡27－0509）

とき 2月19日（日）、午前10時～

正午

ところ 小俣本町健康福祉会館１

階・集会室（小俣町本町３）

対象 市内に在住または通勤して

いる方

講師 三重県防災ボランティアコ

ーディネーター養成協議会語り部

部会

定員 30人（先着順）

申込 同支所へ

～減らそう！増え続ける糖尿病～

伊勢地区医師会の
市民公開講座
伊勢地区医師会
（伊勢総合病院医師・藤本さん）
（℡23－5111）

とき ３月４日（土）

ところ 生涯学習センターいせト

ピア

内容

・糖尿病についての医師講演（午

後２時～４時）

・血糖自己測定コーナー、医師の

相談コーナーなど（午後１時15分

～）

※事前の申し込みは不要です。

～三重県パイロット事業～

社員接遇応対研修
^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）

とき ３月７日（火）・14日（火）、午

後１時～５時（両日とも内容は同じ）

ところ サンライフ伊勢

対象 県内在住の方

内容 基本的なビジネスマナーや

新入社員の応対指導について

定員 各25人（申込多数の場合は

抽選）

参加費 3,000円（昼食付き）

申込 2月19日（日）までに同セ

ンターへ

セント・パトリックスデー
パレード伊勢
アイリッシュ・ネットワーク・
ジャパン三重支部／河口さん
（℡27－3222）

とき ３月11日（土）、午後１時～

内容 春を告げる「アイルランド

の緑のお祭り」のパレード

コース 外宮～伊勢銀座新道商店

街～高柳商店街

一色能
一色町能楽保存会・土谷さん
（℡22－1720）

とき ３月12日（日）、午前11時

～午後５時

ところ 一色町公民館（一色町

1682）

内容 翁、能（羽衣、難波
なに わ

）、狂言

（不
ぶ

須
す

）、舞囃子、仕舞など24番

料理講習
伊勢市母子寡婦福祉会事務局
（℡24－6216）

とき ３月19日（日）、午前10時～

ところ 生涯学習センターいせト

ピア

対象 母子家庭の母および寡婦の

方

内容 簡単な副食やお菓子などを

作ります

定員 25人（先着順）

参加費 500円

申込 ３月10日（金）までに同事

務局へ

※お子さん連れでも参加できます。

イベントイベント
掲示板掲示板

〈参加費などの記載のないものは無料〉
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