
第２１号 平成２６年５月１６日 

白山だより 津市白山総合支所  地域振興課 

☎ 262-7011

   ご入学 おめでとうございます 

家城小学校 川口小学校 

 倭小学校 大三小学校 

八ツ山小学校 

 ４月７日（月）、白山

地域内の各小学校で入学

式がおこなわれ、元気

いっぱいの新１年生８７

人が入学しました。 

 新入生のみなさん、ご

入学おめでとうございま

す。これから小学生とし

て、友達と仲良く、勉強

や運動にいっしょうけん

めい取り組んでいってほ

しいと思います。 

 ４月８日（火）、白山中学校で

平成２６年度の入学式が行われま

した。８２人の新入生がそれぞれ

の思いを胸に、少し緊張した面持

ちで校長先生の歓迎の言葉に耳を

傾けていました。 

     （全生徒数 ２４０人） 

学校名 
新１年生  

（人） 

全児童数

（人） 

家城小学校 1６     7３ 

川口小学校 20    99  

大三小学校 31 164 

倭小学校 14   79 

八ツ山小学校   ６   60 



「地域再発見講座」開催！ 

地域審議会委員を委嘱 

２月１９日（水）、白山公民館主催

の「地域再発見講座」が開催されまし

た。白山地域内外から歴史や文化に興

味のある約５０人が参加し、白山道し

るべの会の語り部のみなさんから、８

０年前の東町の大火事についての講演

などを聞きました。参加者は、歴史を

風化させず伝えることの大切さを感じ

られたようでした。

 ４月１４日（月）、市役所本庁で、津

市地域審議会委員の委嘱式が行われまし

た。白山地区からは１５名の地域審議会

委員が委嘱されました。 

 委嘱式終了後は白山総合支所に場所を

移して第１回白山地区地域審議会が開催

され、会長に今井直毅委員、副会長に海

野ミネミ委員が選出されました。 

（
敬
称
略
・
５
０
音
順
）

白
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審
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委
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今井 直毅   平谷 雅弘  

岩田 邦昭   松本 秀光  

植村  仁   森川とよ子 

臼井 喜功   森田 正孝 

海野ミネミ   諸木 洋巳     

川井 春生   山中 啓生 

豊田真知子   吉川 俊子 

中山 大藏   （１５名） 
※任期：平成２８年３月３１日まで 



春爛漫！桜満開！
 ４月上旬、白山地内の各所で今年も桜がとて

も美しく咲きました。今年は厳しい寒さが長く

続き、桜のつぼみも固く閉じたままでしたが、

４月に入って急に暖かさが増すと、

待ち構えたように花が咲き誇り、地

内の桜の名所でたくさんの人の目を

楽しませていました。 

<特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ> 

●●● 年 1 回、健康診査を受けましょう！ ●●●

   健康診査の受診券をお持ちの人は、ぜひお申込みください。（受診券は6月末送付予定) 

【健診内容】   身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、診察 

           一定の基準を満たし、医師が必要と認めた場合、眼底検査 

【受診料】     特定健康診査      ・・・  市・県民税課税世帯 500円、市・県民税非課税世帯 無料 

           後期高齢者健康診査 ・・・  市・県民税課税世帯 500円、市・県民税非課税世帯 200円  

        ※  特定健康診査・後期高齢者健康診査は、県内の協力医療機関等でも受けることができます。  

           内容等詳しくは、受診券に同封される案内文書をご覧ください。 

【問い合わせ】 特定健康診査について      津市保険医療助成課 保険担当  229-3317 

日時 場所 申込受付開始日 申し込み先

  8月  8日(金) 9：00～11：00

白山保健センター

7月11日(金)
三重県健康管理事業センター 

電話番号  221-5115
  9月30日(火) 9：00～11：00

10月20日(月) 9：00～11：00
8月 7日(木) 

二雲橋と桜 白山体育館前公園

亀ヶ広桜並木 亀ヶ広の桜と鯉のぼり



□□□  白山総合支所からのお知らせ  □□□ 

白山地域の行事予定 

６月は環境月間です。 

『市民一斉清掃 津市“はくさん”を美しくする運
動』を開催しますので、ご協力をお願いします。 

実施日時：６月８日（日） 

  ８：３０～１０：００（雨天中止） 

 担当：地域振興課 ℡ ２６２－７０３２

ＰＴＡ活動や子ども会活動、各種

スポーツクラブの合宿などに、ぜ

ひ「わかすぎの里」をご利用くだ

さい！ 

あまごつかみや森林散策などで自

然と親しみ、飯ごう炊さん、バー

べキューなどでおなかも満腹で大

満足の一日を過ごしませんか？ 

各種のプランの相談に応じます！ 

まずはお電話でご相談ください！ 

 白山地域のあんなこと・こんなこと。地域のみなさ

んが大切にしているもの、おしえてあげたい風景、活

躍している団体・個人の情報などおよせください。 

 地域版ホームページや白山だよりで紹介していきた

いと思います。 

●お問い合わせ・お申込み● 

わかすぎの里 管理事務所
電話 269-3005

農地の維持、管理などの活動を行う組
織に対する交付金制度が創設されまし
た。ぜひご活用ください！ 

制度名： 農地維持支払 

●交付対象組織 

 農業者のみで構成される組織でも可 

●交付対象活動 

 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、
 農道の砂利補充等の基礎的保全活動 

詳しくは本庁農林水産政策課
  229-3172 
白山総合支所地域振興課 
  262-7017 
までお問い合わせください。 

５月下旬～９月 

日  時 行  事 場  所 

５月18日（日）８：０0～ 
消防団初任者等訓練 

    及び水防訓練 
家城グラウンド 

６月４日（水）  

  ・8月６日（水）9：30～ 

のびのび身体計測 

     （乳幼児） 

白山保健福祉 

    センター 

６月６日（すべて金曜日）  

 7月４日・8月1日・9月５日 

        10：00～ 

男性料理教室 
白山保健福祉 

センター（要予約） 

６月8日（日）    8：30～  
津市“はくさん” 

  を美しくする運動  
各地区  

６月21日（土） 
おはなし会 

ボランティアスペシャル  
うぐいす図書館 

７月２日（水）  

  ・ 9月３日（水）9：30～ 

すくすく健康相談 

     （乳幼児） 

白山保健福祉 

    センター 

７月15日（火） 

          10：00～ 

元気仕掛け人クラブによ

るヨガ体操 

白山保健福祉 

センター（要予約） 

７月20日（日） わくわく図書館まつり  うぐいす図書館 

７月26日（土） 

      ～28日（月）         

第59回三重県高等学校

演劇大会中南勢地区大会 

白山総合文化 

    センター 

８月３日（日）         

第81回ＮＨＫ全国学校

音楽コンクール 

   三重県コンクール 

白山総合文化 

    センター 

８月６日（水） 
おはなし会夏休み     

    スペシャル 
うぐいす図書館 

８月15日 （金） 

      倭地区は16日 
納涼盆おどり  各地区  

９月21日（日） 白山ふれあい芸能友の会 
白山総合文化 

    センター 

わかすぎの里

自然とふれあおう！ 

ご利用ください！ 


