
～おひなさまで彩られた街並みをそぞろ歩き～
おひなさまめぐりｉｎ二見

犬のしつけ方教室の参加者を募集

伊勢市

2007年（平成19年）
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～おひなさまで彩られた街並みをそぞろ歩き～
おひなさまめぐりｉｎ二見
二見総合支所地域振興課（☎42-1111）
「おひなさまめぐりｉｎ二見」は、二見の名所「夫婦岩」が夫婦・カッ

プルを表し、おひなさまとお内
だ い

裏
り

さまもカップルであることから始
まりました。

今年で３回目となるこのイベントでは、地域住民が主体となり、
旅館街を中心とした103カ所に「ひな人形」が展示されます。また、
賓日館および二見生涯学習センターでは、ひな飾りと生花による華
やかな演出が行われます。

期間中の週末には、おひなさまにちなんだイベントを開催します。
と き　２月４日（日）～３月４日（日）、午前９時～午後６時
ところ　二見浦旅館街を中心とした地域一帯
オープニングイベント
と き　２月４日（日）、午前10時～
ところ　ＪＲ二見浦駅前

犬のしつけ方教室の参加者を募集
環境政策課（☎21-5540）

犬を飼っている人、これから飼おうと思って
いる人、犬について知りたい人など、誰でも参
加できる「犬のしつけ方教室」を開催します。

人と犬がより良い関係になれるよう、犬の習
性や行動、しつけ方について、分かりやすくお
話しします。
と き　２月４日（日）、午後１時～３時
と こ ろ　御薗公民館
内 容　・あなたの町の「フン害レポート」

・飼い主の責任～あなたはきちんと
役割を果たしていますか～

・優良飼い主決定戦
・モデル犬を使っての実践しつけなど

講 師　服部恵美さん（家庭犬インストラク
ター）

定 員　80人（先着順）
参 加 費　無料
申し込み　１月15日（月）から、

同課へ
※犬を同伴することはできません。

文化団体の情報を募集文化団体の情報を募集
文化振興課（☎21-5623）
対象団体

市内に活動拠点を置き、文化活動を主たる
目的とする文化団体（学校・講座に属する
団体を除く）

情報提供方法
所定の用紙（同課、各教育委員会事務局分
室、生涯学習センターいせトピア、伊勢図
書館、小俣図書館などにあります）に必要
事項を記入し、同課または各教育委員会事
務局分室へ

※所定の用紙は、市のホームページ（http:// 
www.city.ise.mie.jp）からダウンロードで
きます。

※ １ 月31日（水）ま
でに提供された情
報は、総合文化誌

「伊勢ぶんか」第
６号（３月発行予
定）に掲載します。



伊勢ぶんか企画“伊勢の音をつくる”伊勢ぶんか企画“伊勢の音をつくる”
文化振興課（☎21-5623）
と き　１月21日（日）、午後２時～４時
ところ　Ｒ

リ ズ ム

ＨＹＴＨＭ（佐八町1154-4）
内 容　市内を拠点として活躍するグループ約

20組によるライブ演奏（ポップス、
Ｒ＆Ｂ〔リズム＆ブルース〕、ヒップ
ホップ、レゲエなど）

定 員　100人（先着順）
入場料　無料
※このイベントの様子は、総合文化誌「伊勢ぶ

んか」第６号（３月発行予定）に掲載します。

平成19年度の放課後児童クラブの児童を募集平成19年度の放課後児童クラブの児童を募集
児童長寿課（☎21-5561）、二見総合支所福祉健康課（☎42-1113）
小俣総合支所福祉健康課（☎22-7862）、御薗総合支所福祉健康課（☎22-0235）

放課後児童クラブは、保護者が仕事などの理由で昼間に家庭にいない児童を
対象として、放課後、さまざまな遊びや活動を行っています。利用するために
は登録と利用料が必要です。
■市が設置している放課後児童クラブ

次のとおり、平成19年度の二見・小俣・明野・御薗の各クラブの児童を
募集します。なお、定員を超えた場合は抽選となります。詳しくは、各総合
支所福祉健康課へ問い合わせてください。
対 象　次の要件をすべて満たす児童

・平成19年４月現在、小学１年生～３年生である
・保護者が仕事などの理由で昼間に家庭にいない
・授業終了後、希望するクラブへ通所できる地域に在住している

募集期間　２月１日（木）～ 14日（水）
■市が事業を委託している放課後児童クラブ

市内には、市が事業を委託している放課後児童クラブがあります。なお、定員になり次第、募集を
締め切るクラブがあります。詳しくは各クラブに問い合わせてください。

都市計画審議会の公開都市計画審議会の公開
都市計画課（☎21-5591）

市の都市計画について調査審議を行う、都市
計画審議会を公開します。

傍聴を希望する人は、当日の午後１時30分
以降に、市役所本館・３階参与控室へお越しく
ださい。
と き　２月１日（木）、午後２時～
ところ　市役所本館・３階委員会室
内 容　伊勢都市計画公園の変更について ほか

クラブ名 所在地 電話番号 募集期間
杉の子学童クラブ 古市町256 23－1076 随時
すみれ学童クラブ 中島2-10-18 29－0804 随時
明照こどもクラブ 吹上2-5-41 28－2678 ２月１日～ 20日
ひまわり学童クラブ 藤里町1-363 27－2883 ３月上旬～
はまっこ学童クラブ 神社港20-10 36－3755 １月下旬～
とよはま学童クラブ 西豊浜町45-1 37－7071 随時
放課後学童クラブリンドバーグ 佐八町2060 39－6802 随時
藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ学童部 宮町1-18-19 20－3741 随時

県営ふるさと農道（御薗地区）の
片側交互通行化についての説明会
県営ふるさと農道（御薗地区）の
片側交互通行化についての説明会
三重県伊勢農林水産商工環境事務所農村基盤室
（☎27-5177・27-5180）

県営ふるさと農道（御薗地区）は、平成15
年度から二車線道路として利用していただいて
いましたが、借地契約が終了するため、平成
19年２月から一部区間（下図参照）が片側交
互通行になりますので、次のとおり説明会を開
催します。
と き　１月24日（水）、午後７時～８時

１月28日（日）、午後２時～３時
ところ　御薗総合支所・２階講堂



里
さ と か ぐ ら

神楽「萬
まん

歳
ざい

楽
らく

」
楠部町萬歳楽保存会
（☎24-3311〔楠部町公民館〕）
とき／１月21日（日）、午前10
時～　ところ／

く

樟
す

尾
お

神社（四
郷小学校前）　内容／楠部町に
古くから伝わる萬歳楽（鬼

お に

打
う ち

・
豊
ほ う

年
ね ん

舞
ま い

の行事）、餅まき

お母さんと幼児のための
スポーツ活動
皇學館大学教育学科身体運動学
研究室・幼児教育研究室
（☎･FAX22-6458）
とき／１月24日（水）・27日（土）・
２月28日（水）・３月３日（土）、午
前10時～正午　ところ／皇學館
大学・総合体育館メインアリー
ナと柔道場　対象／小学校入学
前の子どもと母親　内容／親子
で遊

ゆう

戯
ぎ

、お母さんのためのスポー
ツ・簡単な心理テストと体力テ
スト　申し込み／電話・ファク
ス・Eメールのいずれかで同教
育研究室（アドレスkyouiku@
kogakkan-u.ac.jp）へ

生活小講習会「きちんと
食べる、おいしく食べる」
伊勢友の会・松月さん
（☎23-2735）
とき／１月25日（木）、午前10時
～午後１時30分　ところ／伊
勢友の会・友の家（宇治浦田３
丁目58-3）　内容／バランスの
良い食事をするための献立を考
え、調理実習を行います　参加
費／ 600円（調理実習の材料
費を含む）　申し込み／１月20
日（土）までに同会へ
※託児できます。（軽食・保険

料を含み200円）

桂文
ぶん

我
が

落語会
ＮＰＯ法人二見浦・賓日館の会
（☎43-2003）
とき／１月28日（日）、午後６時
30分～８時30分　ところ／賓
日館・２階大広間　入場料／
2,500円（前売り2,000円）

市民公開講座
ＮＰＯ法人三重成年後見サポー
トセンター伊勢事務所・西村さん
（☎37-1052）
とき／２月４日（日）、午後１時
30分～４時　ところ／サンライ
フ伊勢・２階職業講習室　内容／
講演「公証人が教えます！　遺
言と成年後見制度の利用のすべ
て」中山三雄さん（伊勢市公証
役場公証人）、無料相談会

ライフアカデミー自主事業
春への誘い　箏

こと

の調べ
ＮＰＯ法人ライフアカデミー・
中野さん（☎25-4489）
とき／２月４日（日）、午後１時
30分～（開場は午後1時）　と
ころ／いせ市民活動センター北
館（シティープラザ）・２階多目
的ホール　内容／津奈乃会（箏）
と永田憲山さん（尺八）による
演奏会　入場料／一般2,000円、
中学生以下1,000円

春のばら剪
せん

定
てい

と接
つぎ

木
き

講習会
三重県ばら会南勢支部・辻さん
（☎24-9271）
とき／２月４日（日）、午前10時～
ところ／神宮会館（宇治中之切
町152）　内容／樫本淳さん（三
重県ばら会理事）

田中徳三映画監督トーク＆
「手

て

討
うち

」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／１月28日（日）、①午後５
時30分～６時55分・②午後７時
10分～８時　ところ／伊勢進富
座（曽祢２丁目8-27）　内容／
①映画「手討」（主演：市川雷

らい

蔵
ぞう

）
上映・②トーク　入場料／2,000
円（前売り1,500円）

「税金」新聞コンクール
（社）伊勢法人会青年部
（☎28-5665）
作品展示・表彰
とき／３月10日（土）・11日（日）、
午前10時～午後５時　ところ／
伊勢ＪＣ会館（新道商店街内）
内容／「税金」をテーマにした
個人新聞の全応募作品を展示
※11日（日）・午前10時から、 優

秀作品の表彰と記念品の贈呈
を行います。

作品募集
対象／市内の小・中学生
応募期限／２月20日（火）

Ｖ・プレミアリーグ
女子バレーボール伊勢大会
伊勢市バレーボール協会
（☎090-3582-4491）
とき／３月17日（土）、午後２時～
ところ／県営サンアリーナ　内
容／女子バレーボールの試合（第
１試合…久光製薬×武富士、第
２試合…ＮＥＣ×日立佐和）　入
場料／指定席〔アリーナ１階〕
6,000円（前売り5,000円）、自
由席〔アリーナ２階〕一般4,000
円（前売り3,000円）、小・中学生・
高校生1,500円（前売り1,000円）

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。

標準営業約款制度「Ｓマーク制度」標準営業約
や っ

款
か ん

制度「Ｓマーク制度」
（財）三重県生活衛生営業指導センター（☎津059-225-4181）

標準営業約款制度は、消費者（利用者）の擁護を目的として、法律で定められた
制度です。厚生労働大臣が認可する約款に従って営業することを登録した理容店・
美容店・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店では、店頭に「Ｓマーク」（右
図）を掲げています。

登録店では安心・安全・衛生が保証され、信頼できるお店選びの目安となります。



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）

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。また、参加費などの記載のないものは無料です。

２月１日（木）　19：30～21：00
一日健康ウォーキング（勢田町コース）
（集合場所：市役所前）
【問い合わせ】生涯学習・スポーツ課

（☎21-5624）

２月４日（日）～３月４日（日）　9：00～18：00
おひなさまめぐりｉｎ二見
（開催場所：二見浦旅館街を中心とした地域一帯）
【問い合わせ】二見総合支所地域振興課

（☎42-1111）

２月11日（日）　13:20 ～
伊勢市社会福祉大会
（開催場所：ハートプラザみその）
【問い合わせ】福祉総務課（☎21-5557）

パネルディスカッションパネルディスカッション
いせ市民活動センター（☎20-4385）

同センターでは、「リユースＰＣ寄贈プログ
ラム」の一環として、市民活動における情報発信
を考えるパネルディスカッションを開催します。
※リユースＰＣ寄贈プログラム…企業からのリ

ユースパソコンを非営利組織・ボランティア
団体などへ無償で寄贈し、その情報化を支援
する取り組み

と き　１月27日（土）、午後２時～５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　◦パネルディスカッション「情報発信

のコツ～成功例プロの技から学ぶ」
（パネラー：荒川治衛さん・大西祐紀
さん・吉野太郎さん・会田和弘さん、
コーディネーター：浦田宗昭さん）

◦市民活動団体による２分間スピーチ
◦リユースパソコンの寄贈先の発表・

寄贈式
入場料　無料

生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度
三重県社会福祉協議会（☎津059-227-5145）
伊勢市社会福祉協議会（☎20-8610）

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯・障害
者世帯などに対し、資金の貸し付けと必要な援
助指導を行うことにより、その世帯の自立更生
や社会参加などを図る制度です。
資金種類　更生・福祉・住宅・修学・療養介護・

災害援護・離職者支援・長期生活支
援の各資金

対象世帯　低所得世帯・障害者世帯・高齢者世
帯・失業者世帯のいずれかで、資金
の貸し付けと必要な援助指導によ
り、独立・自活できると認められ、
かつそのための融資をほかから受け
ることができない世帯

※連帯保証人が1人必要です。また、連帯借受
人が必要な場合があります。

自衛官を募集自衛官を募集
自衛隊伊勢地域事務所（☎23-3880）
募集種目　２等陸海空士
受験資格　18歳以上27歳未満
試 験 日　①１月25日（木）・②2月18日（日）
試験場所　陸上自衛隊久居駐屯地
試験内容　①筆記試験（学科・適性・作文）・②

口述試験（面接）・身体検査
申し込み　１月24日（水）までに同事務所へ

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　①全科履修生、②選科履修生、③科

目履修生
対 象　①18歳以上で、高等学校卒業またはこ

れと同等以上の人、②③15歳以上の人
学習方法　自宅のテレビ（ＣＳデジタル放送ま

たは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

申し込み期限　2月15日（木）
※入学試験はありません。


