
伊勢市合併１周年記念
「BSカラオケ塾」公開録画の観覧者と出場者を募集

伊勢楽市の出店者を募集

伊勢市

2006年（平成18年）

9／15号

次のとおり、伊勢楽市を開催します。
と き　11月11日（土）・12日（日）

午前10時〜午後４時
と こ ろ　伊勢市駅前〜外宮周辺

出店者を募集
対 象　個人・団体・企業
申し込み　９月19日（火）〜29日（金）に、同委

員会へ(先着順)

市とNHK津放送局は、合併１周年を記念し、次のとおり「BSカラオケ塾」の公開録画を行います。
これは、出場者が課題曲を歌い、作曲家のゲスト講師がカラオケ指導を進めていく講座番組です。
公開録画への観覧および出場を希望する人は、下記のとおり申し込んでください。

伊勢市合併１周年記念
「BSカラオケ塾」公開録画の観覧者と出場者を募集
文化振興課（☎21-5648）、NHK津放送局（☎津059-229-3012）

観覧申し込み 出場申し込み
申し込み方法 ９月29日（金）（必着）までに、往復はがきに次の内容を記入し、該当する係へ

往信用
表面 〒514-8531（住所不要）

ＮＨＫ津放送局「ＢＳカラオケ塾」観覧係
〒514-8531（住所不要）
ＮＨＫ津放送局「ＢＳカラオケ塾」出場係

裏面 郵便番号、住所、氏名、電話番号 郵便番号、住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
職業（詳しく記載）、一言アピール、歌う課題曲

返信用
表面 郵便番号、住所、氏名 郵便番号、住所、氏名
裏面 白紙のまま（抽選結果を印刷して返信します） 白紙のまま（抽選結果を印刷して返信します）

そ の ほ か

◦申し込み多数の場合は抽選し、当選者には入
場整理券（１枚で２人まで入場可）を送付し
ます。（１歳以上の子どもから入場整理券が
必要）

◦申し込みは、１人につき１通までとします。
◦申し込み多数の場合は抽選。
◦中学生以下の人は、申し込みできません。
◦申し込みは、女性に限ります。

伊勢楽市の出店者を募集　（社）伊勢市観光協会内・伊勢楽市実行委員会（☎28-3705）

公開録画（本番）
と き　10月22日（日）

午後３時〜５時（開場は午後２時）
と こ ろ　観光文化会館
入 場 料　無料
ゲ ス ト　天童よしみさん、西尾有紀さん
講 　 師　①水森英夫さん、②西條キロクさん
課 題 曲　①「酒きずな」（天童よしみ）

②「ヤンザラエ」(西尾有紀)
司 会　夏木ゆたかさん、村上由利子アナウンサー

	 天童よしみさん	 西尾有紀さん

出場者オーディション
公開録画（本番）への出場者を決定するため、

本番前日にオーディションを行います。
と き　10月21日（土）、午後２時〜
と こ ろ　観光文化会館
※対象者は、女性に限ります。
※オーディションおよび本番ともに、いずれかの
課題曲を歌っていただきます。

※オーディションの結果、各課題曲につき２人が
本番に出場することができます。

※本番で最も上達した「みるみる上達賞」受賞者
は、10月23日（月）に約２〜３時間の撮影があ
ります。

放送日（予定）
11月11日（土）、午後６時〜６時53分
（ＮＨＫ衛星第２テレビ）



平成19年度訓練生を募集

人材育成講座の参加者を募集

平成のおかげ参り事業・伊勢本街道ウォーク
はじまりの道を歩く

御薗町文化協会 文化講演会を開催

ＪＩＣＡ海外ボランティアを募集 国際化推進指針（仮称）策定委員会
委員を募集

男女が共に生き生きと暮らすこと
ができる男女共同参画社会の実現を
目指し、講座（計６回）を開催しま
す。
とき・ところ・内容　右表のとおり
定 員　20人（先着順）
申し込み　電話で同課へ

人材育成講座の参加者を募集
市民参画交流課（☎21-5513） と　き ところ 講座内容

第１回 10月１日（日）

10：00
〜12：00

市役所東庁舎・
４階第３会議室

�10月22日は、	 �
�５階第２会議室�

自己尊重講座
〜自分を大切に〜第２回 10月９日（祝）

第３回 10月15日（日）
第４回 10月22日（日）

自己主張講座
〜自分を伝える〜第５回 10月29日（日）

第６回 11月５日（日）

平成19年度訓練生を募集
愛知障害者職業能力開発校（☎愛知県豊川市0533-93-2102）
区分・訓練科目・期間・定員・募集期間・選考日　下表のとおり
応募資格　普通課程…高校卒業またはこれと同等以上の学力を有する人

短期課程…義務教育修了またはこれと同等以上の学力を有する人
※いずれも、身体障害者手帳を有し、障害が固定しており、訓練と
集団生活が可能な人に限る。

申し込み　入校願書・健康診断書を、伊勢公共職業安定所（☎27-8609）を経由し同校へ
入 校 日　平成19年４月11日（水）
選考方法　一般教養試験および面接（選考場所：同校試験会場）
受験料・授業料　無料（教材費・食費は実費負担）

区分 訓練科目 訓練期間 定員 募集期間〈選考日〉
普通課程 システム設計科 ２年 20人

第１回　10月２日（月）〜31日（火）
　　　　　　〈11月５日（日）〉

第２回　11月１日（水）〜30日（木）
　　　　　　〈12月10日（日）〉

第３回　平成19年１月４日（木）〜２月16日（金）
　　　　　　〈２月25日（日）〉

短期課程

OAビジネス科 １年 30人

CAD設計科 機械コース １年 15人
建築コース １年 15人

デザイン科 Webコース １年 20人
DTPコース １年 10人

園芸科
１年 合わせて

40人アパレル科
彫型工芸科

御薗町文化協会 文化講演会を開催
教育委員会御薗分室内・御薗町文化協会事務局
（☎22-0258）
と　き　９月24日（日）
　　　　　午後１時30分〜（開場は午後１時）
ところ　ハートプラザみその・多目的ホール
内　容　講演「人生は出会い、ふれあい、支え合い」
講　師　高橋元太郎さん
入場料　無料

国際化推進指針（仮称）策定委員会
委員を募集
市民参画交流課（☎21-5549）
今後の国際化施策の取り組みの基盤となる

「国際化推進指針（仮称）」を策定するため、策
定委員会の公募委員を募集します。詳しくは、
同課へ問い合わせてください。
募集期間　９月15日（金）〜 29日（金）

ＪＩＣＡ海外ボランティアを募集
独立行政法人国際協力機構
（☎名古屋052-702-1391）
世界の開発途上国で、現地の人たちと一緒に
生活をしながら、共に働き、国づくりに貢献す
るボランティアを募集します。詳しくは、同機
構へ問い合わせてください。
募集期間　10月１日（日）〜 11月10日（金）

平成のおかげ参り事業・伊勢本街道ウォーク
はじまりの道を歩く
紀伊半島交流会議（☎090-9054-4356）
と き　10月29日（日）、午前９時50分〜
ところ　奈良（桜井〜長谷寺〜榛

はい

原
ばら

）
定 員　50人（先着順）
参加費　500円（資料代・保険料）
申し込み期限　10月20日（金）
※詳しくは、同会議へ問い合わせてください。



ユニバーサルデザインアドバイザー養成講座

観月会
（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）
とき／10月６日（金）、午後５時〜
８時　ところ／外宮勾玉池奉納
舞台および神苑（雨天の場合は、
神宮観月会のみ外宮神楽殿で開
催）　内容／神宮観月会（短歌と
俳句の披講、舞楽）、吟剣詩舞、
日本舞踊、観月茶会（雨天中止）

第18回神宮奉納伊勢薪
たきぎ

能
の う

（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）
とき／ 10月７日（土）、午後５時
〜８時30分　ところ／外宮北御
門（雨天の場合は、厚生小学校
体育館）　内容／能「杜

かきつばた

若」、狂
言「口

くち

真
ま

似
ね

」、舞
まい

囃
ば や し

子、仕
し

舞
まい

、
筝
そう

曲
きょく

「葵
あおい

の詩
うた

」

第30回日本画青
せ い

雅
が

会展
青雅会・奥山さん（☎28-8698）
とき／９月29日（金）〜10月１日
（日）、午前９時〜午後５時　と
ころ／観光文化会館・２階展示
室　内容／日本画の作品展示

不動産鑑定士による不動産
の無料相談会

（社）三重県不動産鑑定士協会
（☎津059-229-3671）
とき／ 10月３日（火）、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
役所本庁舎・２階第１会議室　
相談内容／地価・地代・家賃・
土地利用などの問題

石綿作業主任者講習会
三重県建設労働組合伊勢支部
（☎23-5535）
とき／ 10月19日（木）・午後１時
〜６時、20日（金）・午前９時〜
午後６時　ところ／生涯学習セ
ンターいせトピア・３階研修室
定員／ 100人（先着順）　受講
料／ 8,500円　申し込み／印
章・受講料・写真２枚（縦3.0㎝
×横2.4㎝）を持参し、同支部へ

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／ 10月23日（月）〜27日（金）
ところ／伊勢商工会議所　対象／
60歳代前半の人　内容／塗装
技能講習（塗装の基礎、遊具・
塀の塗装技能）　定員／ 20人
（先着順）　申し込み／ 10月13
日（金）までに、同センターへ

司法書士による無料相談会
三重県司法書士会伊勢支部・
川元さん（☎21-3120）
とき／ 10月15日（日）、午前10
時〜午後３時　ところ／生涯学
習センターいせトピア　相談内
容／相続・贈与・売買などの不
動産登記、会社設立・増資・役
員変更などの商業登記、自己破
産・調停・個人再生手続き、法
律扶助の方法、そのほか裁判所
への提出書類の作成など

伊勢神宮奉納・秋のばら展
三重県ばら会南勢支部・辻さん
（☎24-9271）
とき／10月20日（金）〜22日（日）、
午前10時〜午後４時　ところ／神
宮会館（宇治中之切町152）　内容
／ばらの切り花と鉢植えの展示

心臓病教室「狭
きょう

心
し ん

症
しょう

・心筋梗
こ う

塞
そ く

のカテーテル治療」
山田赤十字病院循環器科
（☎28-2171）
とき／９月29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・
心筋梗塞の治療、新しいCT（コ
ンピューター断層撮影）による
心臓病の診断、ＡED（自動体外
式除細動器）を使った救急蘇生
法　講師／山田赤十字病院医師
申し込み／事前に同科へ来所

市民公開講座「骨と関節の日」
三重県整形外科医会・山添整形
外科（☎23-1212）
とき／ 10月14日（土）、午後１
時〜４時　ところ／ハートプラザ
みその・多目的ホール　内容／
特別講演「肩の痛み〜たかが五
十肩されど五十肩〜」（県立志
摩病院整形外科医長・田島正稔
さん）、健康相談（午後３時〜）、
骨密度測定

第7回北浜剣道大会
北浜剣道スポーツ少年団・
山本さん（☎090-5113-3460）
とき／10月７日（土）、午前９時〜
ところ／北浜中学校体育館　
内容／団体戦（小学生）、個人戦
（小・中学生）

ユニバーサルデザインアドバイザー養成講座
伊勢保健福祉事務所（☎27-5134）、ユニバーサルデザイン「夢

む

現
げ ん

」（☎松阪0598-49-2702）
と き　10月14日（土）・21日（土）・11月11日（土）・18日（土）、午前９時〜午後５時
と こ ろ　県伊勢庁舎
内 容　講義・疑似体験学習・まちかどウォッチング・グループ討議など
対 象　講座で学んだことを今後のまちづくりに生かしたい人で、すべての

講座（４日間で計８回）に参加できる人
定 員　30人（先着順）
受 講 料　無料
申し込み　電話でユニバーサルデザイン「夢現」へ

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。



御薗ラブリバーふれあい祭り
フリーマーケット出店者を募集

愛玩鶏などを飼育している皆さんへ

平成18年事業所・企業統計調査

稲刈り後のわらを放置しないで

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）

平成18年事業所・企業統計調査
商工政策課（☎21-5512）
平成18年事業所・企業統計調査を、10月１日

（日）現在で、全国一斉に実施します。
これは、事業所および企業の産業、従業者規

模などを明らかにするための統計調査です。
９月下旬から、調査員が調査票を持参し、各

事業所および各企業を訪問します。調査票を配
布し、回収する調査員は、「調査員証」を携行し
ていますので、安心してご協力をお願いします。
対象　すべての事業所および企業

愛
あ い

玩
が ん

鶏
け い

などを飼育している皆さんへ
農林課（☎21-5570）
次の鳥を１羽でも飼っている人は、９月29日（金）

までに、種類と羽数を同課へご連絡ください。
種類　鶏（烏

う

骨
こっ

鶏
けい

、シャモなどの日本鶏を含む）、
アヒルなど
※インコなどの小鳥を除きます。

これは、南勢家畜保健衛生所が、鳥インフル
エンザの発生予防を目的として、愛玩鶏などを
健康に飼うための留意点などを記載したパンフ
レットを配布するために行うものです。
皆さんが鳥を健康に飼うことがで

きるよう、ご協力をお願いします。
なお、希望する人には、鳥インフ

ルエンザの検査を無料で実施します。

御薗ラブリバーふれあい祭り
フリーマーケット出店者を募集
御薗総合支所地域振興課（☎22-0235）
と き　10月28日（土）、午後１時〜５時
と こ ろ　宮川ラブリバー公園（宮川河川敷）
募集区画　50ブース（先着順）
出 店 料　1ブース（１坪）につき500円
申し込み　同課へ来所
※雨天の場合は、中止となります。
※衛生上問題が生じるものは販売できません。

イベントカレンダー
９月24日（日）　14：00〜（13：30開場）
観光文化会館自主事業　桂文珍独演会
（開催場所：観光文化会館）　※入場料3,000円
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

10月１日（日）　 9：30〜15：00
一日健康ウォーキング（高麗広コース）
（集合場所：内宮宇治橋前）※保険料10円
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（☎21-5624）

10月８日（日）　10：00〜
環境リサイクルフェア
（開催場所：県営サンアリーナ）
【問い合わせ】資源循環課（☎37-1443）

10月28日（土）　 9：30〜15：00
もったいないフェア
（開催場所：伊勢広域環境組合リサイクルプラザ）
【問い合わせ】伊勢広域環境組合リサイクルプラザ

運営委員会事務局（☎38-2800）

10月９日（祝）　 8：30〜
いせスポーツレクリエーションフェスティバル
（開催場所：県営サンアリーナおよび周辺）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課（☎21-5624）

10月14日（土）〜17日（火）
伊勢おおまつり
（開催場所：14,15日：伊勢市駅周辺、16,17日：内宮周辺）
【問い合わせ】観光政策課（☎21-5566）

10月24日（火）〜29日（日）
合併記念・第53回伊勢市美術展覧会
（開催場所：観光文化会館）
【問い合わせ】文化振興課（☎21-5623）

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、参加費などの記載のないものは無料です。

道路上に物を置かないで

稲刈り後のわらを放置しないで
農林課（☎21-5570）
水稲を収穫した後の稲わらの取り扱いについ

ては、収穫期が台風の時期と重なることから、
ポンプ場や排水路に詰まらないよう、また海へ
流れ込んで漁場を荒らさないよう、稲わらの適
切な処理をお願いします。

道路上に物を置かないで
維持管理課（☎21-5589）
最近、道路側溝や車道の上に、植木鉢や看板

などを置いている人が見受けられます。
歩いている人が、道路上に置いてある物につ

まずき、けが（骨折）をするという事例があり
ました。
道路上に物を置かないでください。

お詫びと訂正　秘書広報課（☎21-5515）
「おしらせ版8／15号」のイベントカレンダー
に掲載しました「桂文珍独演会」と「一日健康
ウォーキング」について、入場料などが記載さ
れていませんでした。お詫びして訂正します。


