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皆さんにスポーツを楽しんでいただくため、下表のとおり
スポーツ教室を開催します。

好きなときに、気軽に参加できる教室です。皆さんお誘い
合わせのうえ、参加してください。

参加費　１人につき１回100円（保険料を含む）
※事前の申し込みは必要ありませんが、当日の参加者が多い場合は、参加できないことがあり

ます。また、学校行事などの都合で、開催日を変更する場合があります。

種目 講師 期間 時間 場所

健康体操
（ソフトエアロビクス）

スポーツインストラクター
中村美和さん

８月～10月の
毎週月曜日

（8/14・祝日を除く）
19：30～21：00 城田中学校

開催日
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回

8／7 8／21 8／28 9／4 9／11 9／25 10／2 10／16 10／23 10／30

※１回～４回は、城田中学校体育館の工事のため、城田小学校に会場を変更します。

種目 講師 期間 時間 場所

かんたんヨガ スポーツインストラクター
棚橋聖子さん　ほか

８月～10月の
毎週木曜日

（8/10を除く）
19：30～21：00 厚生小学校

開催日
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回 12回

8／3 8／17 8／24 8／31 9／7 9／14 9／21 9／28 10／5 10／12 10／19 10／26

種目 講師 期間 時間 場所

ヒップホップダンス ヒップホップダンスグループ
大和

９月～11月の
毎週金曜日

（祝日を除く）
19：30～21：00 倉田山中学校

開催日
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 10回 11回 12回

9／1 9／8 9／15 9／22 9／29 10／6 10／13 10／20 10／27 11／10 11／17 11／24

〜 スポーツ教室 〜

みんなで学校へ集まろう
〜 スポーツ教室 〜

みんなで学校へ集まろう
生涯学習・スポーツ課（℡21-5624）



市営駐車場の利用者を募集

小俣総合支所小俣総合支所

消防小俣分署消防小俣分署

市営駐車場
（野依側）
市営駐車場
（野依側）市営駐車場

（小俣側）
市営駐車場
（小俣側） 近鉄小俣駅近鉄小俣駅

外城田川外城田川

県道
豊北
港小
俣線

県道
豊北
港小
俣線

国道23号

国道23号

伊勢志摩
卸売市場
伊勢志摩
卸売市場

宮　川宮　川

市営駐車場の利用者を募集
小俣総合支所地域振興課（℡22-7858）
と こ ろ　近鉄小俣駅隣（県道豊北港小俣線高架下）
区 画 数　若干数
利用料金　①野依側（線路の東側）
（月額）　　　普通自動車　3,000円

軽自動車　　2,500円
②小俣側（線路の西側）

普通自動車　2,500円
軽自動車　　2,000円

申 込　７月15日（土）以降随時、同課へ（申込
時に空き区画があれば、先着順で貸し出
します。）

公開講座・オープンキャンパス
鳥羽商船高等専門学校
（℡0599-25-8402）
公開講座
ところ／鳥羽商船高等専門学校
申込／７月18日（火）までに同
校へ　対象／①～④は中学生
①ロボット組立体験実習
とき／８月１日（火）～２日（水）、
午前９時30分～午後４時　定
員／ 16人（先着順）
②ホームページ作成講座
とき／８月24日（木）～25日（金）、
午前９時30分～午後４時　定
員／ 30人（先着順）
③おもしろ理科実験
とき／７月31日（月）、午前10
時～午後３時　定員／ 40人（先
着順）
④手作り太陽電池
とき／８月３日（木）～４日（金）、
午前９時30分～午後４時　定
員／８人（先着順）
⑤かんたん医療機器講座とＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）トレー
ニング講座
とき／７月28日（金）、午後１時
～５時　定員／ 15人程度（先
着順）

オープンキャンパス
とき／①７月26日（水）・②８
月18日（金）・③10月14日（土）、
午前９時30分～午後４時　と
ころ／鳥羽商船高等専門学校　
内容／自分で作るレゴロボット、
クリーンエネルギーの利用、音
声認識体験　定員／各24人（先
着順）　申込／①②７月18日

（火）・③10月６日（金）までに
同校へ

公開講座
伊勢まなび高等学校
（℡25-3710）
パソコン教室
とき／７月31日（月）～８月３
日（木）、①午前９時30分～ 11
時30分・②午後６時30分～８
時30分　ところ／伊勢まなび高
等学校　対象／市内または近隣
市町に在住の人　内容／①ワー
プロ講座（初級）、②ワープロ
講座（中級）　定員／各15人程
度（申込多数の場合は抽選）申
込／７月20日（木）までに、電話
または郵送（住所・氏名・電話番
号・年齢を記入）で同校（〒516-
0016 神田久志本町1560）へ

親子ものづくり教室
とき／７月25日（火）～ 28日

（金）、午後６時～８時30分　
ところ／伊勢まなび高等学校　
対象／市内または近隣市町に在
住の親子　内容／とんぼ玉・い
すの製作　定員／親子16組（申
込多数の場合は抽選）　参加費／
親子１組につき1,000円　申込
／７月20日（木）までに、電話ま
たは郵送（住所・氏名・電話番
号・学年を記入）で同校（〒516-
0016神田久志本町1560）へ

図書館開放講座
とき／８月18日（金）、午後１時
～４時　ところ／伊勢まなび高
等学校　対象／市内または近隣
市町に在住の小・中学生　内容／
ポップアップ絵本作り　定員／
20人程度　申込／８月４日（金）
までに、電話で同校へ

お役立ち無料ソフトを
使ってみよう
勢京ビジネス専門学校
（℡28-4739）
とき／７月29日（土）・８月５日

（土）、午前９時～　ところ／勢
京ビジネス専門学校（一之木４
丁目15-14）　内容／無料で入手
できるソフトを使って機能（圧
縮解凍・画像管理や編集など）
を体験します　定員／各20人

（先着順）　申込／電話で同校へ



男女共同参画リーディング委員会委員を募集しています

音楽がむすぶ市民活動支援
チャリティーコンサート・
ダンス編
いせ市民活動センター
（℡20-4385）
とき／７月29日（土）、①午後
６時～・②午後７時～　ところ／
いせ市民活動センター北館（シ
ティープラザ）１階・ホール　
内容／①フリーマーケット、②
ダンスコンサート（若者や子ど
もたちのヒップホップダンス
で、オレンジの羽根募金を応援
します。）

「サマー防災キャンプ」開催
小俣町防災ボランティア
社会福祉協議会小俣支所
（℡27-0509、ＦＡＸ27-0570）
とき／８月26日（土）・午後１時
～ 27日（日）・正午　ところ／
明野小学校グラウンド・体育館
内容／地震体験車「体験くん」、
ＡＥＤ講習、炊き出し、防災の話、
座談会など　参加費／ 200円

（宿泊する場合）　申込／７月
15日（土）～28日（金）に、電話
またはファクスで、住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・宿泊（未
成年の人は保護者同伴）希望の
有無を同支所へ

伊勢市文化協会フェスティバル
「エンヤ！が響く文化の輪」
伊勢市文化協会・安田さん
（℡36-4767）
とき／８月６日（日）、午後２時～
ところ／観光文化会館　内容／
華道・合唱・伊勢音頭・日本舞踊・
洋舞・演劇の各文化団体による
舞台共演　入場料／ 1,000円

養殖研究所一般公開
独立行政法人水産総合研究セン
ター養殖研究所
（℡0599-66-1830）
とき／８月26日（土）、午前10
時～午後３時　ところ／養殖研
究 所 玉 城 庁 舎（ 玉 城 町 昼 田
224-1）　内容／講演「いろいろ
な魚のすむ川や湖の環境～外国
からきた魚の問題を中心として
～」、研究内容紹介、宮川の生き
物と触れあうタッチプール（水
槽）、海藻のしおりづくりなど

講演会「遷宮と伊勢の町衆」
皇學館高等学校
同窓会本部・坂田さん
（℡090-3257-7674）
とき／８月13日（日）、午後４
時～６時　ところ／神宮会館・
大講堂（宇治中之切町152）　
講師／神宮司庁広報室広報課
長・河合真如さんほか

「伊勢っ子ものしり王選手権」
伊勢っ子ものしり王選手権事務局
（伊勢商工会議所内）
（℡25-5155）
とき／９月２日（土）、午前10時
～午後３時　ところ／県営サン
アリーナ・サブアリーナ　内容
／伊勢に関するクイズ大会（小
学生の部・大人（中学生以上）
の部、賞品有り）、ゲームコー
ナー、アニメ放映など　申込／
同事務局へ

没後100年記念展
「伊勢の画人・磯部百

ひゃく

鱗
り ん

」
神宮徴古館（℡22-1700）
とき／７月20日（木）～８月31日

（木）〔月曜日を除く〕、午前９時
～午後４時30分（入館は午後４
時まで）　ところ／神宮徴古館

（神田久志本町1754-1）内容／
神宮の神官で画人でもあった磯部
百鱗の作品約50点を展示　入館
料／大人300円、高校・大学生
150円、小・中学生100円

「原爆と人間展」－非核・平和
を守りつづけるために－
新日本婦人の会伊勢支部みその班
（℡25-8534）
とき／８月１日（火）～７日（月）、
午前９時～午後５時　ところ／
ハートプラザみその１階・ロビー

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。

男女共同参画リーディング委員会委員を募集しています
三重県伊勢県民センター総務・生活室（℡27-5118）
市民参画交流課（℡21-5513）

県は、男女共同参画を進めるための母体となる、男女共同参画リーディング委員会の委員を募集し
ています。
活動内容　住民・各種団体・ＮＰＯ・企業・自治体と

の協働により、男女が共に生き生きと暮ら
すことができるまちづくり事業を、右表の
テーマに沿って企画・実践します

応募方法　申込書（上記問い合わせ先にあります）に
必要事項を記入し、７月20日（木）までに
直接持参または郵送（応募状況により選考
する場合があります）

活動テーマ
◦地域に応じた効果的な意識の普及活動
◦慣習・慣行の見直し
◦仕事と家庭の両立
◦住民相互の助け合いによる子育て教育
◦家族的経営における男女共同参画
◦セクシャル・ハラスメント対策、ドメス

ティック・バイオレンス対策　など



発行／伊勢市　編集／総合政策推進部　秘書広報課　広報広聴係（℡21-5515）

御薗町の粗大ごみ回収伊勢総合病院の職員を募集 御薗町の粗大ごみ回収
御薗総合支所生活環境課（℡22-0235）
回収日　８月１日（火）・２日（水）
対 象　御薗町在住で、粗大ごみを清掃工場へ運

搬する手段のない世帯
件 数　両日とも午前・午後各15件程度
申 込　７月18日（火）～21日（金）に同課窓口へ

※電話による申し込みはできません。
料 金　自転車100円、椅子100円、じゅうたん・

カーペット100円など
※詳しい料金は申込時に確認してくだ

さい。
◦家庭から出る粗大ごみに限ります。
◦家電４品目など、回収できないものがあります。
◦急ぎでない人は、次回（10月～12月予定）の

回収を利用してください。

伊勢総合病院の職員を募集
伊勢総合病院（℡23-5111）
職 種　作業療法士
採用人員　１人程度（10月１日採用）
申込期間　７月10日（月）～31日（月）
試 験 日　８月６日（日）

※受験申込書などは、同病院総務課で受け
取るか、ホームページ（http://hospital.
ise.mie.jp）をご覧ください。

スポーツ教室スポーツ教室
生涯学習・スポーツ課（℡21-5624）

下表のとおり、スポーツ教室が開催されています。詳細については、教室へ問い合わせてください。
教室名 と　き ところ 対象（定員） 申し込み・問い合わせ

市民弓道教室 6／28～11／15の
毎週水曜日、19：00～20：30

神宮弓道場
（神宮会館内）

社会人
（20人程度）

伊勢市弓道協会・浦野さん
（℡090・5101・3964）

イベントカレンダー
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）

７月16日（日）　6：00 ～（集合は5：55）
宮川堤公園の早朝清掃
（集合場所:度会橋の下）
【問い合わせ】資源循環課（℡21-5543）

８月１日（火）　19：30 ～
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）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課

（℡21-5624）

８月２日（水）　14：30～16：20
人権教育をすすめる市民の集い
（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課

（℡21-5625）

８月６日（日）　10：00～15：00
子どもわくわく体験フェスティバル
（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】

生涯学習センターいせトピア（℡21-0900）

８月12日（土）　9：00～20：00
13日（日）　9：00～17：00

非核・平和第28回空襲展
（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】人権政策課（℡21-5546）

８月19日（土）　13：00～21：30
おばたまつり
（開催場所：宮川親水公園）
※午後１時から、川渡しみこしが小俣町内を練

り歩きます。
【問い合わせ】小俣総合支所地域振興課

（℡22-7858）

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。また、参加費など記載のないものは無料です。


