
観光文化会館自主事業

ファミリー・サポート・センター交流会 男の料理教室

国家公務員Ⅲ種（税務職員）を募集

2007年（平成19年）

6／15号

観光文化会館自主事業
観光文化会館（☎28-5105）
内容・とき・入場料　下表のとおり
ところ　観光文化会館
入場券の販売所　同館事務所・喫茶アイドル・相
可屋楽器店・村林楽器伊勢店・松阪市民文化会館
内喫茶花音・松阪村林楽器店・神戸屋楽器店
※②は、チケットぴあスポットでも販売します。

内　　　容 と　　き 入場料 入場券の販売開始日

① 中島啓江コンサート 
（共演：伊勢女声合唱団）

9月22日㈯ 
 15：00 ～（開場は14：30）

大人3,000円
高校生以下1,000円 
（全席自由）

6月23日㈯、午前9時～

② Country TOUR 2007 
吉田拓郎 Life is a Voyage

10月11日㈭ 
 18：30 ～（開場は18：00）

8,500円 
（全席指定） 7月1日㈰、午前9時～

※②は、就学前の子どもは入場できません。

中島啓江さん 吉田拓郎さんほか

ファミリー・サポート・センター交流会
いせファミリー・サポート・センター（☎28-5692）
こども課（☎21-5561）

と　き　７月８日㈰、午前10時～正午（雨天決行）
ところ　うにの郷（明和町明星、大仏山西北麓）
対　象　子どもとその保護者
内　容　光る泥だんご作りなどの泥んこ遊び
※できるだけ事前に申し込んでください。

男の料理教室
市民参画交流課（☎21-5513）

と　き　６月30日㈯、午前9時30分～正午
ところ　ハートプラザみその・栄養指導室
対　象　市内に在住または通勤・通学している男性
内　容　簡単な料理を作り、料理を作ることの楽

しさや面白さを体験します
定　員　20人（先着順）
参加費　300円（当日持参）
持ち物　エプロン・三角巾
申し込み　6月15日㈮～ 26日㈫に、電話で同課へ国家公務員Ⅲ種（税務職員）を募集

名古屋国税局人事第二課（☎名古屋052-951-3511）

受験資格　昭和61年4月2日～平成2年4月1日に生
まれた人

試験日　１次試験：9月9日㈰、2次試験：10月18
日㈭～ 25日㈭のうち指定された日

試験内容　１次試験：教養試験・適性試験・作文
 ２次試験：個別面接・身体検査
受け付け期間　6月26日㈫～ 7月3日㈫



ジュニアスポーツ教室

三重県障害者スポーツ指導者
養成研修会（初級）

放送大学の学生を募集

ジュニアスポーツ教室
生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）
　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。
　詳しくは、各教室へ問い合わせてください。

教室名 とき ところ 対象 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 宇治山田高等学校・ 

木村さん（☎28-7158）

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回で1教室）× 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
（常磐３丁目） 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）

二見町錬成柔会（柔道） 毎週火曜日 
18：30 ～ 21：00 二見小学校 小・中学生 橋本さん（☎43-3954）

三重県障害者スポーツ指導者
養成研修会（初級）
三重県身体障害者総合福祉センター
（☎津059-231-0155）

と　き　7月21日㈯・22日㈰・28日㈯・29日㈰
（計4回）

ところ　同センター（津市一身田大古曽670-2）
対　象　県内に在住または通勤・通学している18

歳以上の人で、全日程に参加できる人
内　容　障がい者のスポーツ指導と活動を支援

する人材の養成（講義・実技）
定　員　60人（先着順）
受講料　1,000円（教材費）
申し込み　7月9日㈪までに、

申込書に必要事
項を記入し、同セ
ンターへ

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）

　平成19年度第2学期（10月入学）の学生を募集
します。
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

申し込み期間　6月15日㈮～ 8月15日㈬
※入学試験はありません。



　

建労まつり
三重県建設労働組合伊勢支部
（☎23-5535）
とき／ 6月24日㈰、午前9時30
分～午後2時　ところ／同組合
同支部（一之木4丁目644-3）　
内容／住まいの相談会、ミニハウ
ス上棟式（もちまき・菓子まき）、
家の耐震診断に関する相談、家
具転倒防止金具の取り付け方法
の展示、木工教室など

すこやか子育て教室
伊勢友の会・竹口さん
（☎・FAX36-0926）
とき／①6月29日㈮・②7月20
日㈮・③9月14日㈮、午前10時
～午後1時　ところ／伊勢友の
家（宇治浦田3丁目58-3）　対象
／ 0歳児～ 5歳児の保護者　内
容／早寝・早起き・食事時間の
話、調理実習　参加費／ 1回に
つき300円（別途材料費が必要）
申し込み／ 6月26日㈫までに、
電話またはファクスで同会へ
※託児できます。（軽食・保険料

を含み200円）

いちむじんコンサート
伊勢神宮崇敬会（☎24-7162）
とき／ 7月7日㈯、午後5時～（開
場は午後4時30分）　ところ／
神宮会館・講堂（宇治中之切町
152）　内容／ギター・デュオ

「いちむじん」による演奏　申し
込み／６月18日㈪（当日消印有
効）までに、はがきに郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号を
記入し、「いちむじんコンサート
入場希望」と明記の上、同会総務
部（〒516-0025　宇治中之切町
152）へ
※はがき1枚につき、2人まで申

し込むことができます。
※申し込み多数の場合は抽選と

し、当選者に入場整理券を送
付します。

※就学前の子どもは入場できま
せん。

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。

まちづくり市民フェスタ inいせ
㈳伊勢青年会議所（☎28-9687）
とき／ 7月14日㈯、午後1時～ 5
時30分　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／「素敵な
郷土 伊勢」をテーマに、踊り・
歌・展示などを行います

「ろくげん」発表演奏会
ろくげん・河村さん（☎28-4229）
とき／ 7月1日㈰、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／クラ
シックギターで、バッハやモー
ツァルトなどの曲を演奏します

二見大祭しめなわ曳
二見大祭しめなわ曳実行委員会
（☎43-2363〔茶屋区事務所〕）
とき／ 7月14日㈯、午後6時～
ところ／ＪＲ二見浦駅～夫婦岩
表参道～二見興玉神社　内容／
夫婦岩に張られる大注連縄を奉
曳車に載せ、木遣、ほら貝・太
鼓の音に合わせて練り歩くほか、
子供かえる踊りを行います

山商生による
高齢者パソコン講座
宇治山田商業高等学校
（☎22-1101）
とき／①7月12日㈭・②13日
㈮、午後1時30分～ 3時30分　
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／①ワードに
よるワープロ入門講座、②エク
セルによる表計算入門講座　定
員／各20人（申し込み多数の場
合は抽選）  受講料／ 900円（教
材費）  申し込み／ 6月25日㈪
までに、往復はがきに住所・氏
名・ふりがな・年齢・電話番号・
希望する講座名（①②の両方と
も受講可）を記入し、同校「山商
生による高齢者パソコン講座」
係（〒516-0018　黒瀬町1193）へ

不登校生・高校中退者の相談会
ＮＰＯ法人チャレンジスクール
三重（☎松阪0598-42-8174）
とき／ 7月8日㈰、午後1時～　
ところ／サンワンビル・2階（吹
上1丁目3-22）　対象／不登校
の小・中学生・高校生、高校中
退者、またはその保護者　内容
／進路・学習・生活に関する相
談　申し込み／事前に電話で同
法人へ

外宮を知ろう！
㈳伊勢市観光協会内・お伊勢さ
んボランティアガイドの会
（☎28-3705）
とき／ 7月25日㈬、午前9時～
11時30分　ところ／外宮神

しんえん

苑
（集合場所は外宮表参道火

ひ

除
よけ

橋
ばし

前）　対象／小・中学生（小学生
は保護者同伴）　内容／伊勢の
まちの歴史・文化や神宮の話を
聞きながら、外宮を歩きます　
申し込み／ 6月30日㈯までに
電話で同会へ

ひもろぎの里 ユースキャンプ
㈳日本青伸会
（☎・FAX東京03-3261-8565）
とき／①7月23日㈪～ 26日㈭・
②7月27日㈮～ 30日㈪・③7月
28日㈯～ 30日㈪　ところ／ひ
もろぎの里ユースセンター（勢
田町88）　対象／①②小学4年
生～中学3年生、③小学1年生～
小学4年生　内容／自然観察・
植物採取・ペットボトルロケッ
ト作りなど　定員／各20人　
参加費／①②10,000円、③
8,000円　申し込み／住所・氏
名・電話番号・希望する日程を
記入し、郵送またはファクスで
同会（〒101-0065　東京都千代
田区西神田2-3-2-202）へ
※ホームページ（http://www.
seishinkai.jp）からも申し込む
ことができます。



イベントカレンダー

全国一斉無料特許相談会 借金＆クレジットローンなんでも相談

7月8日㈰までの
1・3・6・8 の付く日と土曜日
高柳の夜店

（開催場所：高柳商店街とその周辺）
【問い合わせ】	商工労政課（☎21-5512）
	 伊勢高柳商店街振興組合（☎28-1101）

6月17日㈰　17：00 ～
観光文化会館自主事業
古野光昭 お伊勢さん JAZZ CONCERT

（開催場所：観光文化会館）
　入場料…指定席5,500円
　　　　　自由席3,500円（当日券4,000円）
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

6月17日㈰　13：00 ～
レジ袋大幅削減・マイバッグ持参イベント

（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】資源循環課（☎21-5548）

6月23日㈯　13：30 ～
地球温暖化防止総合キャンペーン
映画「不都合な真実」上映会

（開催場所：生涯学習センターいせトピア）
【問い合わせ】環境課（☎21-5540）

6月24日㈰　20：00 ～ 22：00
地球温暖化防止総合キャンペーン
100万人のキャンドルナイト

開催場所：伊勢市駅前～外宮周辺、二見町旅館
街、農林漁業体験実習館～久

きゅう

昌
しょう

寺
じ

【問い合わせ】観光企画課（☎21-5565）

7月1日㈰　8：00 ～ 9：00
第12回「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（船江2
丁目）、一色公園など

【問い合わせ】監理課（☎21-5582）

イベントカレンダー
7月1日㈰　9：00 ～ 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（☎22-7891）

7月14日㈯ 　19：30 ～ 21：15
伊勢神宮奉納全国花火大会

（開催場所：宮川河畔）
【問い合わせ】観光事業課（☎21-5566）

7月21日㈯・22日㈰・28日㈯・29日㈰
お木曳・川曳（第二次）

（開催場所：五十鈴川）
【問い合わせ】観光事業課（☎21-5566）

7月29日㈰　①13：30 ～　②17：30 ～
観光文化会館自主事業
川中美幸コンサート 2007　～人、うた、心～

（開催場所：観光文化会館）
〔入場料…Ｓ席6,500円、Ａ席5,500円〕
【問い合わせ】観光文化会館（☎28-5105）

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。詳しくは、担当部署にお問い合わせください。

発行／伊勢市　編集／総務部　広報広聴課　（☎21-5515）

全国一斉無料特許相談会
日本弁理士会東海支部（☎名古屋052-211-3110）

と　き　６月30日㈯、午前10時～午後4時
ところ　三重県発明協会三重県支部
 （津市高茶屋5丁目5-45・三重県科学技

術振興センター内）
内　容　面談による相談（受付順、1人につき30

分程度）
※事前予約は行いません。

借金＆クレジットローンなんでも相談
三重県青年司法書士協議会・鈴木さん
（☎亀山0595-83-0712）
と　き　６月30日㈯、午後1時～ 5時
ところ　三重県司法書士会館・3階
 （津市丸之内養正町17-17）
内　容　借金・クレジット・債務整理などに関す

る面談または電話（☎津059-227-7620）
による無料相談


