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お木曳「一日神領民」のボランティアを募集

伊勢市

2007年（平成19年）

3／15号

「いせ産直市場」が開設
農林課（☎21-5570）
次のとおり、農産物直売施設「いせ産直市場」

が開設します。
と き　３月24日（土）、午前10時
と こ ろ　新道商店街内（一之木２丁目、新道バ

ス停付近）
内 容　地元農産物（米・野菜・果物・花）・

手作り加工品などの販売
※開設後は、毎週火曜日・土曜日・日曜日、午前
10時～午後４時に開館します。

お木曳（第二次）が始まります
５月５日（祝）～６月３日（日）の毎週金曜日・土
曜日・日曜日に、全国から多くの一日神領民が参
加し、お木曳が行われます。
一日神領民による奉曳について、昨年行われた
お木曳（第一次）では、各団体・市民の皆さんの
ご協力をいただき、無事成功のうちに終えること
ができ、参加した一日神領民の皆さんからも高い
評価をいただきました。
お木曳（第二次）でも、スタッフと一緒に気持
ちを一つにして協力していただけるボランティア
を、次のとおり募集します。

全国からお越しの一日神領民のお世話をしませんか？
お木曳「一日神領民」のボランティアを募集
伊勢商工会議所内・御遷宮対策事務局（☎29-0596・25-5215）

おもてなしボランティアの募集
活動日時　５月５日（祝）～６月３日（日）の毎週金

曜日・土曜日・日曜日（計14日間）の
うち、希望する日の早朝～昼頃

活動内容　◦奉曳ルートの清掃・整理
◦各用品などの運搬
◦おもてなし広場での手伝い
◦着替え場所での手伝い

対　　象　団体またはグループ（５人以上）
※今回の募集では、個人での申し込み
は受け付けていません。

申し込み　電話で同事務局へ
奉曳サポートボランティアの募集
身体の不自由な人や高齢者など、サポートが必

要な人が無事に奉曳することができるよう、サ
ポートしていただくボランティアを募集します。
資格については、特に必要ありません。
次のとおり説明会を開催し、活動内容などにつ

いて説明します。申し込みは、説明会に参加して
いただいてから受け付けますので、お気軽にご参
加ください。
と　き　３月29日（木）、午後７時～
ところ　伊勢商工会議所・４階中ホール



日本のさくら名所100選
宮川堤公園「春まつり」

男女共同参画れいんぼう伊勢の
ボランティアスタッフを募集

外来診療の受け付け時間を変更 男女共同参画れいんぼう伊勢の
ボランティアスタッフを募集
市民参画交流課（☎21-5513）
男女共同参画社会の実現に向け、市民の皆さ
んと市が協働して事業を進めていくための企画
運営を行う「男女共同参画れいんぼう伊勢」の
スタッフを募集します。
活動内容　男女共同参画に関するイベントなど

の企画運営
活動期間　４月～平成20年３月
応募資格　市内に在住または通勤・通学してい

る人
応募方法　３月12日（月）～23日（金）〔当日消印

有効〕に、住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を記入し、持参または郵送・
ファクス・Ｅメールで同課（〒516-8601
岩渕１丁目７-29、ファクス21-5522、
アドレスkouryu＠city.ise.mie.jp）へ

外来診療の受け付け時間を変更
伊勢総合病院（☎23-5111）
４月から、新患の外来診療の受け付け時間を
次のとおり変更します。（診療時間については
従来どおりです）
なお、新たに診療を受けようとするときは、
かかりつけの医師の紹介状を持参していただく
よう、ご理解・ご協力をお願いします。
受け付け時間　午前８時30分～ 11時30分
診 療 時 間　午前８時30分～午後５時

日本のさくら名所100選
宮川堤公園「春まつり」

（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）
観光政策課（☎21-5566）
春まつり
と　き　４月１日（日）～10日（火）
ところ　宮川堤公園
内 容　◦ぼんぼりの設置

◦桜の夜間ライトアップ（午後６時～
10時）

桜祭り
と　き　４月７日(土)、午前10時～午後３時
ところ　宮川堤公園
内　容　フリーマーケットなど
※会場内には、ごみ箱を設置しませんので、ご
みの持ち帰りにご協
力をお願いします。

「山田奉行発祥の地」案内板を設置「山田奉行発祥の地」案内板を設置
農林課（☎21-5571）
有滝町は、山田奉行発祥の地として古くから
親しまれてきました。
市では、この地区を歴史的な場所として後世
に残し、地域住民や訪れる人たちに憩いと交流
の場を提供するため、農林水産省の補助を受け、
有滝町民会館敷地内に案内板を設置しました。

国際理解講座を開催国際理解講座を開催
市民参画交流課内・伊勢市国際交流協会事務局
（☎21-5549）
と　き　３月18日（日）、午後１時30分～４時
ところ　伊勢商工会議所・4階中ホール
内　容　講演「アメリカ格差社会に見る日本の

近未来～私たち市民の武器とは～」堤
未果さん（著作家、ジャーナリスト）

参加費　無料

男女共同参画情報紙
ボランティア編集スタッフを募集
男女共同参画情報紙
ボランティア編集スタッフを募集
市民参画交流課（☎21-5513）
活動内容　取材および編集会議（月２～３回）

を行い、情報紙を発行（年２回）し
ます

活動期間　４月～平成20年３月
応募資格　市内に在住または通勤・通学してい

る人
応募方法　３月12日（月）～23日（金）〔当日消印

有効〕に、住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を記入し、持参または郵送・
ファクス・Ｅメールで同課（〒516-8601
岩渕１丁目7-29、ファクス21-5522、
アドレスkouryu＠city.ise.mie.jp）へ



神宮文庫開庫百周年特別企画展
「大神宮に寄せる崇敬の誠」
神宮文庫（☎22-2737）
とき／３月21日（祝）～28日（水）
〔３月26日（月）を除く〕　とこ
ろ／神宮徴古館新館展示室Ⅰ・
Ⅱ　内容／神宮文庫の成立に深
奥な役割を果たした豊宮崎文庫
や林崎文庫を顕彰し、普段は公
開していない関係資料（国宝
「玉
ぎょく

篇
へん

」、重要文化財「皇太神宮
儀式帳」「古事記裏

うら

書
がき

」「毛
け

抜
ぬき

形
がたの

太
た

刀
ち

」などの文化財13点ほ
か）を展示します　入館料／大
人300円、高校生・大学生150
円、小・中学生100円

水墨画家・小倉輝明展
ＮＰＯ法人二見浦・賓日館の会
（☎43-2003）
とき／３月30日（金）～4月8日
（日）〔４月３日（火）を除く〕、
午前９時～午後５時（最終日は
午後３時まで、入館は午後４時
30分まで）　ところ／賓日館　
入館料／大人300円、小・中学
生・高校生150円

春のコンサート
伊勢混声合唱団・山本さん
（☎37-2964）
とき／３月17日（土）、午後２時～
（開場は午後１時30分）　ところ／
生涯学習センターいせトピア・
多目的ホール　内容／混声合唱・
女声合唱を発表するほか、会場
の皆さんとフォークソングを歌
います

神宮奉納大相撲
（財）伊勢神宮崇敬会（☎22-0001）
とき／４月１日（日）、午前７時
開場　ところ／神宮相撲場（宇
治中之切町）　入場料／大人
3,800円（前売り3,500円）、高
校生・中学生1,000円、小学生
500円〔全席自由席〕

カラオケ発表会
東
ひがし

さん（☎24-8362）
とき／４月７日（土）、午前10時～
ところ／生涯学習センターいせ
トピア　内容／ゲスト歌手（東
一良さん・鳳

ほう

城
じょう

朋美さん）・一
般出場者によるカラオケ発表

伊勢サイクルフェスティバル
サイクルロードレース協会
（☎堺072-224-1733）
とき／５月３日（祝）・午前11時
30分～午後０時30分、４日（休）・
午前11時～正午　ところ／県
営サンアリーナ駐車場　対象／
サイクリング愛好者　内容／
ロードレース用自転車の乗り方
の基本からトレーニング方法な
どを講習した後、グループに分
かれて道路を走行します　申し
込み／４月25日（水）までに、ファ
クスまたはＥメールで同協会
（ファクス072-229-4103、ア
ドレスcrra@powertag.jp）へ

不動産鑑定士による
無料相談会

（社）三重県不動産鑑定士協会
（☎津059-229-3671）
とき／４月４日（水）、午前９時
30分～正午・午後１時～３時30
分　ところ／市役所本館・２階
第１会議室　内容／地価・地代・
家賃・土地の有効利用などに関
する相談

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。

小俣町体育協会軟式野球部
入部チームを募集

お伊勢さん観光ガイドを募集 小俣町体育協会軟式野球部
入部チームを募集
教育委員会事務局小俣分室（☎22-7869）
活動時間　平日・午後８時～ 10時（ナイター）
活動場所　小俣中学校グラウンドおよび大仏山

公園スポーツセンターグラウンド
参加資格　市内に在住または通勤している人

（伊勢市軟式野球連盟に加入してい
る人を除く）で編成するチーム（１
チームにつき９人～ 15人）

募 集 数　３チーム（先着順）
年 会 費　１チームにつき25,000円～30,000円
申し込み　３月30日（金）までに、所定の申し

込み書（同分室にあります）に必要
事項を記入し、同分室へ

そのほか　◦試合方法はリーグ戦です
◦日程などが変更する場合があります

※詳しくは、小俣町体育協会軟式野球部・北河
さん（090-4119-0488）へ問い合わせてく
ださい。

お伊勢さん観光ガイドを募集
（社）伊勢市観光協会（☎28-3705）
対 象　次の要件をすべて満たす人

◦伊勢市の観光に関心があり、観光
客に伊勢市を紹介したいという意
欲がある人
◦月３回程度の観光ガイドができる
人
◦市内または近隣市町に在住してい
る人
◦18歳以上の人

申し込み　３月30日（金）までに、所定の申し
込み書（同協会にあります）に必要
事項を記入し、同協会へ

※講習会を受け、ガイドとして活動できる人に、
「お伊勢さんガイドの会」の認定書を発行し
ます。



環境学習会
「買い物で学ぶ ごみ減らし」

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。

３月31日（土）まで〔火曜日を除く〕
山田奉行所記念館特別展「大岡越前」
（開催場所：山田奉行所記念館）
【問い合わせ】
　教育委員会事務局御薗分室（☎22-0258）
　山田奉行所記念館（☎36-8833）

４月１日（日）まで〔月曜日を除く〕
郷土資料館特別展

「華寿 －慶谷隆夫コレクション展－」
（開催場所：郷土資料館）
〔入館料…大人100円、小・中学生・高校生80円〕
【問い合わせ】郷土資料館（☎24-2201）

３月18日（日）　13：30～16：00
国際理解講座
（開催場所：伊勢商工会議所）
【問い合わせ】市民参画交流課（☎21-5549）

３月23日（金）　19：00～
観光文化会館自主事業
吉田兄弟　三味線の世界
（開催場所：観光文化会館）
〔入場料…Ｓ席5,500円、Ａ席5,000円〕
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

３月25日（日）　10：30～
観光文化会館自主事業
映画上映会「森のリトル・ギャング」
（開催場所：観光文化会館）
〔入場料…500円〕
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

４月１日（日）　19：30～21：00
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）
〔保険料…10円〕
【問い合わせ】
　生涯学習・スポーツ課（☎21-5624）
　※３月26日（月）以降（☎22-7891）

４月１日（日）～10日（火）
春まつり
※４月７日（土）・午前10時～午後３時に、桜祭り
を開催します。

（開催場所：宮川堤公園）
【問い合わせ】観光政策課（☎21-5566）

４月８日（日）　7：00～20：00（投票時間）
知事選挙・県議会議員選挙
【問い合わせ】選挙管理委員会（☎21-5635）

４月８日（日）　15：00～
観光文化会館自主事業
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
（開催場所：観光文化会館）
〔入場料…Ｓ席3,500円、Ａ席3,000円〕
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

４月14日（土）・15日（日）　10：00～16：00
伊勢楽市
（開催場所：伊勢市駅前～外宮周辺）
【問い合わせ】観光政策課（☎21-5566）

環境学習会
「買い物で学ぶ ごみ減らし」
伊勢リサイクルプラザ（☎38-2800）
と き　３月25日（日）、午後１時30分～３時
ところ　伊勢リサイクルプラザ
内 容　買い物の模擬体験をして、ごみの減量

について考えます
定 員　40人（先着順）
参加費　無料

岳参りフォーラム
～人は何故 岳を目指すのか～
岳
た け

参りフォーラム
～人は何故 岳を目指すのか～
伊勢県民センター総務・生活室内・みえ歴史街道
構想南勢志摩地域推進協議会（☎27-5118）
と き　３月21日（祝）、午後１時30分～４時

30分（開場は午後１時）
ところ　賓日館
内 容　◦基調講演「朝熊ヶ岳と金剛證寺」岡

田登さん（皇學館大学教授）
◦「岳参り」アンケート実施結果報告
◦パネルディスカッション「岳参りに
ついて」

入場料　300円（賓日館への入館料）


