
口の健康について「介護予防講演会」児童手当現況届の提出は 6 月中に

中部地方整備局モニター
「いきいきモニター」を募集

伊勢市

2006年（平成18年）

6／15号

中部地方整備局モニター
「いきいきモニター」を募集
国土交通省中部地方整備局企画部企画課「いき
いきモニター」応募係（℡名古屋 052-953-8127）
このモニターは無償です。

応募資格　次の項目をすべて満たす人
◦中部地方整備局管内（岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県、長野県の一部）に在住している
◦平成18年４月１日現在、満16歳以上である
◦過去に同モニターの経験がない
※国・地方公共団体の議員および職員、中部地
方整備局各部・事務所の関係者は除きます。
活動内容
◦中部地方整備局が行うアンケートへの回答
◦同局の行政全般に対する提言や提案の提出
◦モニター会議や現場見学会への参加
期間　委嘱の日～平成19年３月31日（土）
定員　300人程度（申込多数の場合は選考による）
申込　７月21日（金）（当日消印有効）までに、

住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、
行政関係のモニターの有無、関心のある
分野、応募動機を用紙へ記入し、郵送
（〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1
　名古屋合同庁舎第２号館）、ファクス
（052-953-8294）、Eメール（kikaku@
cbr.mlit.go.jp）のいずれかで同係へ

児童手当現況届の提出は 6 月中に
児童長寿課（℡ 21-5561）
児童手当を受けている人は、毎年 6月 1日
現在の現況を届け出ることになっています。
平成18年５月現在の受給者の皆さんには、
６月初旬に、児童手当の現況届用紙を送付しま
すので、必ず６月中に提出してください。
現況届の提出がないと、手当の支給が差し止
められますのでご注意ください。
受付窓口　児童長寿課、各総合支所、各支所
持 ち 物　印章（認め印）、現況届用紙、必要

な添付書類（保険証のコピーなど）

救急救命士の病院実習にご協力を

口の健康について「介護予防講演会」
健康課（℡ 27-2435、ＦＡＸ 21-0683）
口の健康を保つことで、食べ物から十分な栄

養が摂取できます。また、口の不衛生が原因で
起こる肺炎などの予防ができ、全身の健康管理
につながります。
と　き　６月29日（木）、午後１時30分～３時30分
ところ　伊勢市中央保健センター・２階
対　象　市内在住の人
内　容　講演「歯とお口の健康について」熊谷

渉さん（くまがい歯科医院）、歯科衛
生士による口腔体操など

定　員　50人程度（先着順）
参加費　無料
申　込　電話またはファクスで同課へ

救急救命士の病院実習にご協力を
消防本部消防課（℡ 25-1216）
救急救命士の業務が拡大され、平成16年４月か
ら医師の指示のもと、気管挿管が行われています。
さらに、平成18年４月からは、薬剤「エピ
ネフリン」が、医師の指示のもとで投与できる
ことになりました。
気管挿管・薬剤投与を行うためには、講習や病
院実習で、知識・技術を習得しなければなりません。
気管挿管の病院実習は、全身麻酔で手術を受
ける人を対象として同意を得た後、医師の指導
に基づき行います。
また、薬剤投与の病院実習も、医師の指示に
基づき安全を確保しながら行います。
だれもが不慮の事態で急に心臓が止まり、救
急隊の処置を受ける可能性があります。
このため、救急救命士の能力を高めることは
とても重要で、救急救命士による病院での気管
挿管・薬剤投与の実習は、心肺停止患者の救命
率を向上させることにつながります。
救急救命士が行う病院実習に、ご理解とご協
力をお願いします。
実習を行う病院
山田赤十字病院　　市立伊勢総合病院



イベントカレンダー

ジュニアスポーツ教室

６月10日（土）～７月８日（土）のうち
１・３・６・８の付く日と土曜日
第90回「高柳の夜店」
（開催場所：高柳商店街とその周辺）
【問い合わせ】
まちづくり推進課（℡ 21-5598）
伊勢高柳商店街振興組合（℡ 28-1101）

６月24日（土）　9：30～
伊勢市障害者体育祭
（開催場所：県営サンアリーナ）
【問い合わせ】
障害福祉課（℡ 21-5558、ＦＡＸ 21-5555）
伊勢市社会福祉協議会本所
（℡ 20-8610、ＦＡＸ 20-8617）

７月１日（土）　19：30～
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）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（℡21-5624）

７月２日（日）　8：00～
勢田川「七夕大そうじ」
（集合場所：県伊勢庁舎、東邦ガス駐車場、
　一色公園など）
【問い合わせ】監理課（℡ 21-5582）

７月15日（土）　19：30～
伊勢神宮奉納全国花火大会
（開催場所：度会橋付近）
【問い合わせ】観光政策課
　　　　　　　（℡ 21-5565、21-5566）
※有料個人観覧席あります。

７月15日（土）　13：30～、17：30～
観光文化会館自主事業
天童よしみコンサート 2006
（開催場所：観光文化会館）入場料が必要
【問い合わせ】観光文化会館（℡ 28-5105）

７月９日（日）まで
郷土資料館春季企画展
「神都の書画人」
～伊勢における四条・円山派の系譜～
（開催場所：郷土資料館）入館料が必要
【問い合わせ】文化振興課（℡ 21-5623）

９月10日（日）まで
尾崎咢堂記念館春季企画展
「咢堂・尾崎行雄写真展」
～人間咢堂・そのひとときの顔～
（開催場所：尾崎咢堂記念館）入館料が必要
【問い合わせ】文化振興課（℡ 21-5623）

イベントカレンダー

ジュニアスポーツ教室
生涯学習・スポーツ課（℡ 21-5624）
下表のとおり、ジュニアスポーツ教室が開催されています。
詳細については、各教室などへお問い合わせください。

教室名 と　き ところ 対　象 申し込み・問い合わせ先

ジュニア育成バレー教室 毎週水曜日
19：00～21：00 宇治山田高等学校 小・中学生 五十鈴中学校・岡さん

（℡ 22-2929）

伊勢
ミニバスケットボール教室

毎週土曜日
9：00～12：00（女子）
13：00～17：00（男子）

神社小学校ほか 小学４年生以上 大湊小学校・前島さん
（℡ 36-4564）

キッズ＆ジュニア講習会
（テニス）

毎週土曜日
（10回を1単位）×３回 市営庭球場 小・中学生 片谷さん（℡ 22-2269）

伊勢柔道倶楽部
毎週
月曜日・水曜日・金曜日
18：30～20：00

市民武道館 小・中学生 太田さん（℡ 22-0902）

伊勢柔道少年団 毎週土曜日
13：30～15：00 皇學館大学 小・中学生 伊藤さん（℡ 25-3044）



生活小講習会
伊勢友の会・松月さん
（℡ 23-2735）
とき／①６月22日（木）・午前10
時～午後１時30分、②７月13
日（木）・午前10時～正午　とこ
ろ／伊勢友の家（宇治浦田３丁
目58-3）　内容／①手作りパン
と朝食、②台所をきれいに　受
講料／ 1 回につき300円　申
込／ 6月20日（火）までに松月さ
んへ
※託児（１人につき200円）がで
きます。

心臓病教室「狭心症の診断」
山田赤十字病院循環器科
（℡ 28-2171）
とき／６月23日（金）、午後１
時～３時　ところ／山田赤十字
病院４階・講堂　内容／狭心症
について、ＡＥＤを使った救急蘇
生法など　講師／山田赤十字病
院医師　申込／６月23日（金）・
午後１時までに、同病院循環器
科の受付へ来所

山商生による
高齢者ワープロ講座
宇治山田商業高等学校
（℡ 22-1101）
とき／７月12日（水）・13日（木）、
午 後 １時30分 ～ ３時30分
（計２回）　ところ／生涯学習セ
ンターいせトピア・パソコン室
対象／65歳以上の人　内容／
Word のワープロ技能講座　定
員／20人（申込多数の場合は抽
選）　受講料／900円　申込／
６月30日（金）までに、往復は
がき（住所、氏名・ふりがな、
年齢、電話番号を記入）で同校
「山商生による高齢者ワープロ
講座」係（〒516-0018黒瀬町
1193）へ

河崎天王祭　踊りイベント
「激舞櫂我」
飯田さん（℡・ＦＡＸ 27-5907）
とき／７月16日（日）、午後３時
30分～８時30分　ところ／百
五銀行河崎支店前（河崎２丁目
16-9）　申込／６月30日（金）ま
でに飯田さんへ

高齢者の就職・就業に向けた
技能講習

（社）伊勢市シルバー人材センター
（℡ 23-6915）
とき／①７月31日（月）～８月
４日（金）、②９月19日（火）～21
日（木）　ところ／ポリテクセン
ター南伊勢（小俣町明野 685）
対象／60歳代前半の人　内容／
①室内装飾（壁紙の張り替え）、
②オフィスクリーニング（事務
所の清掃方法）　定員／①②とも
各20人（先着順）　申込／①は
７月21日（金）まで、②は７月18
日（火）～９月８日（金）に、同セ
ンターへ

青春キネマ館 映画上映会
青春キネマ館＆キッズシアター
上映実行委員会（℡ 23-0839）
とき／①６月10日（土）～16日
（金）、②６月17日（土）～23日
（金）、③７月15日（土）～21日
（金）、④７月22日（土）～28日
（金）、いずれも午前 11時・午
後３時からの２回上映（水曜日
を除く）　ところ／伊勢進富座（曽
祢２丁目 8-27）　内容／①嵐
を呼ぶ男、②赤いハンカチ、③
いつでも夢を、④上を向いて歩
こう　入場料／１回につき800円

市民公開講座
よくわかるおなかの病気と
その治療
山田赤十字病院地域医療連携室
（℡ 20-6284）
とき／６月18日（日）、午後１
時～５時　ところ／皇學館大学・
記念講堂　内容／消化器の病気
と食事指導について　講師／山
田赤十字病院医師・管理栄養士

建労まつり
三重県建設労働組合伊勢支部
（℡ 23-5535）
とき／６月25日（日）、午前９時
30分～午後２時　ところ／三重
県建設労働組合伊勢支部・第２
会館周辺（一之木４丁目644-3）
内容／住まいの相談会、親子木
工教室、家の耐震診断・家具転
倒防止金具の取り付け方法の展
示、家の手入れ方法の紹介など

夏至「海水環境まつり」
伊勢与市翁顕彰実行委員会事務局
（汐湯・おかげ風呂舘旭湯）
（℡ 25-1126）
とき／６月18日（日）、午後１時
～（小雨決行）　集合場所／生涯
学習センターいせトピア　内容／
二見の海水を大八車に乗せて、
勢田川・清

しょう
浄
じょう
坊
ぼう
橋
ばし
まで初曳き

をします
※当日、清浄坊橋付近では、子
ども木遣り・二見太鼓・踊りの
披露などが行われます。

伊勢クラシックギター倶楽部
「ろくげん」発表演奏会
河村さん（℡ 28-4229）
とき／６月25日（日）、午後２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／クラシックギターで、モー
ツァルトやフレスコバルディな
どの曲を演奏

南勢地区母親大会
南勢地区母親大会実行委員会
（℡ 24-6913）
とき／７月２日（日）、午前９時
30分～午後４時　ところ／観光
文化会館４階・会議室　内容／
午前…分科会、午後…全体会（記
念講演「21世紀の子育て」橋本
景子さん：臨床心理士、スクール
カウンセラー）　参加費／500円
※託児（１人につき300円）が
できます。

能楽を楽しむ会
伊勢能楽連盟・森さん
（℡ 28-3470）
とき／７月８日（土）、午後１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／
仕舞、舞囃子、狂言、謡などを
上演。伊勢子ども能楽教室のメ
ンバーも出演します。

イベント掲示板イベント掲示板
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。詳細については、各主催者に直接お問い合
わせください。また、参加費などの記載のないものは無料です。
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６月19日（月）から
不動産・商業法人登記の申請にインターネットが利用できます
６月19日（月）から
不動産・商業法人登記の申請にインターネットが利用できます
津地方法務局伊勢支局（℡ 28-6158）
津地方法務局伊勢支局は、６月19日（月）から、不動産登記および商業法人登記のオンライン申請シ
ステムを導入し、事務の取り扱いを開始します。
オンライン申請とは、インターネットを利用して、申請や届け出を行うことです。手続き方法などの
詳細については、法務省オンライン申請システムのホームページ（http://shinsei.moj.go.jp/）の「オ
ンラインによる申請・届出が可能な手続一覧」をご覧ください。
なお、従来の書面による登記申請（郵送申請を含む）も引き続き可能です。

不動産登記
◦オンライン申請をする場合は、登記の申請情報や添付情報を、インターネットで送信する必要があります。
◦登記事項証明書の送付についても、オンライン申請ができます。この場合、証明書は郵送で交付されます。
なお、従来の書面による証明書交付申請（郵送申請を含む）も引き続き可能です。
◦登記が完了すると、従来の「登記済証（権利証）」に代わって「登記識別情報」が通知され、登記が
完了したことを知らせる「登記完了証」が交付されます。
なお、現在登記名義人が持っている「登記済証（権利証）」は、従来の書面による申請時に、添付書
類として利用できます。
◦伊勢支局管轄の１筆の土地または１個の建物ごとに「不動産番号」が付けられ、登記事項証明書、登
記識別情報通知に表示されます。

商業法人登記
◦オンライン申請時に、登記申請書の添付書類が電磁化されていない場合、添付書類は従来どおり書面
で提出（郵送を含む）してください。
また、印章の提出については、オンライン申請の対象にはなっていませんので、従来どおり窓口へ持
参または郵送してください。
◦登記事項証明書および印鑑証明書の送付についても、オンライン申請ができます。この場合、証明書
は郵送で交付されます。
なお、従来の書面による証明書交付申請（郵送申請を含む）も引き続き可能です。

交通遺児などへの「育成資金貸付制度」交通遺児などへの「育成資金貸付制度」
独立行政法人自動車事故対策機構三重支所
（℡四日市 059-350-5188）
対象　自動車事故により保護者が死亡、または

保護者に重度の後遺障害が残った中学生
までの子ども

貸付金額（子ども１人につき）
一時金（初回のみ）　155,000円
月　額　　　　　　　20,000円
入学支度金（小・中学校入学時）　44,000円

返済期間　20年以内（無利子）
　また、後遺障害が残った人へ、介護料を支給
しています。
対象
①自動車損害賠償責任保険（共済）の「介護を
要する後遺障害」等級第１級１号・２号で常時
要介護の人
②自動車損害賠償責任保険（共済）の「介護を
要する後遺障害」等級第２級１号・２号で随時
要介護の人
支給金額（月額） ①58,570円～136,880円
	 ②29,290円～ 54,000円
平成14年３月31日以前に事故に遭われた人

は、等級認定が変更されています。

放送大学の学生を募集放送大学の学生を募集
放送大学三重学習センター
（℡津 059-233-1170）
種類　全科履修生、選科履修生、科目履修生

（いずれも10月入学）
対象　15歳以上（全科履修生は18歳以上）の人
学習方法　自宅のテレビ（ＣＳデジタル放送や

ケーブルテレビ放送）で授業を視聴、
または同センターのビデオテープな
どを利用

申込期間　６月15日（木）～８月15日（火）
※入学試験はありません。

お詫びと訂正
「おしらせ版」３／15号で掲載しました「桜
情報」の中で、「三郷山（蓮 山）に樹齢
300年を越す『しだれ桜』の大木があります」
と紹介させていただきました。しかし、しだ
れ桜があるのは三郷山ではなく、蓮 山で、
また、その桜も古木のため、現在は花がほと
んど咲かない状態であることが分かりました
ので、お詫びして訂正します。
【問い合わせ】
観光政策課（℡ 21-5565、21-5566）


