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市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。

広
告
掲
載
欄

平成29年（2017年）

サオリーナで初開催となった第５回津市少年少女レスリング選手権大会。合同練習で参加者のタックルを受ける吉田沙保里さん。(11月３日)表紙

歴史散歩歴史散歩連載
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特集
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変わります！久居駅東口変わります！久居駅東口特集
P４

津市のできごと2017津市のできごと2017
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津市のできごと 2017津市のできごと 2017
～１年を振り返り～

■平成29年津市消防出初式(８日)
■平成29年津市成人式(８日)

■四季の彩り祭り「新春祭」(15日)
■津市民文化祭(22日～11月25日)
■文化財防火デー(26日)
■第12回津シティマラソン大会
(29日)

■ワイワイガヤガヤフェスタ
2017(29日)

■ユニバーサルデザイン(ＵＤ)
発表会(12日)

■津市教育委員会庁舎で業務ス
タート(20日)

■第７回スイーつフェスタ(25
日・26日)

■道の駅津かわげ来駅者100万
人達成イベント(５日)
■平成28年度三重短期大学学位
記授与式(20日)
■村主放課後児童クラブ「すぐりん
クラブ」専用施設竣工式(20日)
■ボートレースチケットショッ
プ養老オープン(24日)

■つ乃めぐみが紹介する津市農
林水産物プロモーションビデ
オの動画配信開始(24日)
■第23回津市民緑と花の市(24
～26日)
■長野・高宮・辰水小学校、美
里中学校閉校式(25日)
■JR名松線全線復旧１周年記念
イベント(26日)

■幼稚園、小・中学校で修了・
卒業式(下旬)

■各地域で春まつり(上旬)
■幼稚園、小・中・義務教育学
校で入園・入学式(上旬)

■津市応急クリニックオープン(１日)

■津市家庭医療クリニックオー
プン(３日)
■津市ビジネスサポートセン
ターオープン(３日)
■みさとの丘学園開校式(６日)

■三重短期大学入学式(６日)
■2017 龍王桜マラソン＆ウォー
キング大会 Vol.27(９日)

■プレミアムG１第18回マスター
ズチャンピオン(11日～16日)
■第51回高虎楽座(22日)
■グリーンフェスティバル2017
(22日)
■津市民薪能(29日)

■第９回しらさぎフェスタ(７日)
■郷土芸能ふれあいフェスティ
バル(14日)
■第31回津市物産まつり(20日)
■ふれあいのかおり2017～渚の
フェスティバル～(28日)
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（予定）

■平成29年度津市消防団夏期訓
練(４日)
■歯の健康展(４日)

■各地域で七夕祭り(上旬)
■市営プールオープン(１日～)
■津市在宅療養支援センター開
設(１日)

■たつみずフェスタ(５日)
■上富良野町友好都市提携20周
年記念パネル展(26日～30日)

■第66回津花火大会2017(29日)

■第12回津なぎさまちフェスタ(30日)

■各地域で夏まつり
■第56回サマーフェスタインひ
さい(５日)

■2017美里夏まつり(６日)
■いちし夏まつり(６日)
■第29回みすぎ夏まつり納涼花
火大会(11日)

■あのう「光れ！しかけ花火」
祭り(15日)

■第22回ビーチバレーin御殿場
2017(20日)

■みさとの学校マルシェ(20日)

■各地域で敬老会
■各地域で防災訓練

■救急フェア(９日)
■津市高齢者外出支援事業 シル
バーエミカの交付を開始(25日)
■第24回津市民緑と花の市(29
日～10月１日)
■津市体育館・津市民プール閉
館(30日)
■霧山薪能と茶会、箏の演奏(30日)

■各地域で体育祭・文化祭
■津市産業・スポーツセンター
(サオリーナ、三重武道館)オー
プン(１日)

■津まつり(７日・８日)

■「さようなら香良洲橋」渡り
納め式(７日)
■各地で公民館文化祭(15日～
12月３日)
■2017津市国際交流デー(15日)
■平成29年度津市戦没者戦災犠
牲者追悼式(25日)
■第８回津市手づくり絵本コンクー
ル作品展示(28日～11月５日)
■2017久居まつり「ひさい版仮
装大笑」(29日)

■第52回高虎楽座・第12回農林
水産まつり(３日)
■平成29年度みすぎ秋まつり(３日)

■第５回吉田沙保里杯 津市少年
少女レスリング選手権大会(３
日・４日)
■第12回津市美術展覧会(４日
～12日)
■河芸文化祭(４日・５日)
■フェスタinかわげ(５日)
■第12回市民白バラ講演会(11日)
■神戸地区放課後児童クラブ「み
どりっ子」専用施設竣工式(11日)
■平成29年度津市総合防災訓練
(12日)

■一身田寺内町まつり(12日)
■一志町ふれあいまつり(12日)
■三重短期大学大学祭(18日)
■第20回記念ひさい榊原温泉マ
ラソン(19日)
■ふれあいスポーツデーin津(19日)
■レッ津！健康づくり2017(19日)
■ふるさとフェスタ高宮(19日)
■平成29年度津市男女共同参画
フォーラム「わあむ津」(25日)
■つ・環境フェスタ(26日)
■第11回榊原温泉秋の収穫祭(26日)
■専修寺 御影堂・如来堂が県内
初の国宝建造物に指定(28日)

■南長野イルミネーションファン
タジー2017(２日～１月15日)

■おさかなまつり㏌道の駅美杉
(16日)
■Café HONOBUONO(17日)
■Geino Xmas 2017 19th(17
日・24日)

こと

昨年の様子
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Change
問い合わせ　建設整備課　　　229-331

1　　229-3345
変わります！久居駅東口

1Change 市営駐車場を整備
平成30年10月OPEN予定！

2Change 市道新町野口線を改良
さらに安全に利用できる道に

　防衛省東海防衛支局と用地交換を行った場所へ、有
料の市営駐車場を新たに整備します。

整備時期　平成29・30年度
総事業費　１億4,300万円
収容台数　普通車201台、おもいやり駐車場４台　
※現在、工事に伴い、久居駅東口駐車場の収容台数が減少して
　います。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

　久居駅東口のロータリーまで拡幅されている市道を、さらに南側県道ま
で整備します。交差点の改良も行うことで、久居駅へのアクセス向上を図
るとともに、安全な歩行者空間を確保します。

整備時期　平成29～31年度
総事業費　４億5,400万円

1

2

1

2

1

2

333444
555

陸上自衛隊久居駐屯地

緑の風公園緑の風公園近鉄久居駅近鉄久居駅

用地交換前 用地交換後

市営駐車場

市営駐車場

市営駐車場

市営駐車場陸上自衛隊
久居駐屯地

陸上自衛隊久居駐屯地

陸上自衛隊
久居駐屯地

陸上自衛隊久居駐屯地

(完成イメージ)

Change
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5Change
3Change

4Change

駅前ロータリーを改築
副都市核としてふさわしい駅前へ

駐輪場を新設
駅へのアクセス良好！

防災広場が誕生
災害に備えた最先端の広場

　久居駅東口ロータリーを改築して、副都市核の交通結節点として
ふさわしい空間整備を行い、利便性・安全性の向上を図ります。

整備時期　平成30・31年度
総事業費　４億9,500万円
整備内容　歩道部の屋根、ベンチ（12基）、バス・タクシー乗降場、
　　　　　一般車・身体障がい者用乗降場、時計塔

　災害時に、久居駅周辺での支援活動が円
滑に行えるよう、一時避難場所などの整備
を行います。平常時には広場として利用で
きるよう、景観にも配慮します。

整備時期　平成31年度
総事業費　２億5,900万円
整備内容　マンホールトイレ５基
　　　　　防災備蓄倉庫１棟
　　　　　耐震性貯水槽１基
　　　　　防災サイン１基
　　　　　エアーテント３基（災害時のみ設置）
　　　　　かまどベンチ５基（緑の風公園に整備）

　久居駅東口に有料の駐輪場を新たに整備し、利便性の向上を図ります。なお、
駅北東部にある現在の久居駅前公共自転車駐車場（駐車台数428台）について
は、新しい駐輪場を建設後、解体して無料の平面駐輪場として再整備します。

整備時期　平成31年度
総事業費　２億1,800万円
収容台数　自転車480台、原付30台(予定)

マンホールトイレ
下水管上にテントを立てて
仮設トイレが完成

防災サイン
案内板をスライドすると
災害時の掲示板に早変わり

エアーテント
災害時に
雨風をしのぐ
大型テントを設置

かまどベンチ
平常時は憩いのベンチ。
災害時はかまどに変身

　津市では久居地域において、市の副都市
核としてふさわしい、にぎわいある安心・

安全に暮らせる

まちづくりを進めています。平成27年度か
ら国の社会資本整備総合交付金を活用して

久居駅周辺地区

都市再生整備計画事業を開始し、今年11月
には防衛省東海防衛支局と用地交換が完了

しました。久居

駅東口のさらなる活性化に向けて、総事業
費15億6,900万円を投じ、整備を行ってい

きます。
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問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3334

児童扶養手当のご案内

税法上の扶養家族
０人
１人
２人
３人以上

※各種控除もあるため、所得額は目安です。

192万円
230万円
268万円

以下38万円ずつ加算

236万円
274万円
312万円

以下38万円ずつ加算

受給資格者の所得 扶養義務者等の所得

児童２人
以上

児童１人
２人目
３人目以降

9,980円～４万2,280円

5,000円～9,980円の加算

3,000円～5,980円の加算

４万2,290円

9,990円の加算

5,990円の加算

一部支給 全部支給

　次のいずれかに該当する18歳に達する日以後
の最初の３月31日までの児童(心身に中程度以上
の障がいを有する場合は20歳未満)を養育してい
る父、母または父や母に代わって児童を養育して
いる人(養育者)に対して手当が支給されます。
●父母が婚姻を解消した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母に重度の障がい(国民年金の障がい
等級１級程度)がある児童

●父または母の生死が明らかでない児童
●母が婚姻によらないで懐胎した児童
●父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受け
た児童　など
次のような場合には手当は支給されません
●児童の住所が日本国内にないとき
●児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、
事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

●児童が児童福祉施設などに入所している、また
は里親に預けられたとき　など
※上記以外にも支給されない場合がありますの
で、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給
　公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額
が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額
分の手当が支給されます。申請が必要ですので、
詳しくはお問い合わせください。

手当を受けることができる人
　請求をした月の翌月分から支給され、支給月
(４・８・12月)の前月までの４カ月分が指定の金
融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給
月の11日です。
申請に必要なもの　申請者と児童の戸籍謄本、申
請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、
所得課税証明書(申請書へのマイナンバー記入で
省略可能)、賃貸契約書の写し(借家などの場合)
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していた
だく場合があります。

手当の支給

　児童扶養手当を受給している人は、毎年８月に
現況届を提出し、認定を受けることになっていま
す。現況届の提出がないと、受給資格があっても
手当を受けることができません。

現況届の提出

　児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全
額支給停止となる場合、その本人所得が限度額か
ら40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等
児童援護金を受給できます。
支給額　月額2,480円～8,010円

母子家庭等児童援護金制度

　母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、一人親家庭
と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や
親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度で
す。貸し付けの申請ができる人は、一人親家庭の
親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者の
ない女子として20歳未満の児童を扶養していた
ことのある人)などです。貸付金の種類によっ
て、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉貸付金制度

支給月額

※一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。ま
た、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が
次の限度額以上ある場合は、その年の８月から翌年の７月まで
は、支給されません。

問い合わせ　津市母子父子寡婦福祉会
　　　　　　（津市ふれあい会館内）　　223－2085

　母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上
を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員
相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、
公的支援の案内などを行っています。

津市母子父子寡婦福祉会
所得制限限度額
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娘とおばあちゃん
　中学生の娘から、学校の奉仕活動で老人ホー
ムを訪れ、入所者とゲームをしたときの話を聞
いた。娘が提案したのは「アタマ カタ ヒザ ポン」
という手遊び。コミュニケーションを図るため、
生徒と入所者が二人一組になり、歌いながらお
互いの頭と肩と膝をタッチする。しかし、数人
の生徒が高齢者と触れ合うことを嫌がったため、
このゲームは変更になってしまったと、娘は納
得できない様子で語っていた。
　思い起こせば、娘は幼少の頃から曽祖母の家
に行っていた。おばあちゃんは、昭和２年生ま
れ。おじいちゃんが鬼籍に入ってから10年、独
り暮らしをしている。
　私は娘とおばあちゃんの家を訪問した。娘は
あいさつを交わした後、畳の部屋の一番奥へ
行った。すると、私の耳に「チン、チン、チー
ン」と、リンの優しい音色が飛び込んできた。
遅ればせながら、私も後を追った。そこには、
ご先祖様の前できちんと正座した娘がいた。知
らない間に、娘は成長していたのだ。
　おばあちゃんが、仏壇から下げてきたリンゴ
を年季の入った包丁とまな板でむいていてくれ
た。小さなウサギが波だった手から娘の滑らかな
手へ跳んでいったのを見て、私は思った。核家族
化が進み、高齢者が作ってくれた食事など食べた
ことがない子どもは多い。一方、娘は小さいころ
からおばあちゃんの手料理を食べている。この経
験が二人の壁をなくしているのだと。
　屋敷の南側にある畑には、おばあちゃんが丹
精込めて作った野菜が実っている。長時間の作

業はできないため、涼しい時間を見計らってぼ
ちぼち草引きや水やりをしている。よく猿や鹿
が畑を荒らすので自作の網を畑に張り巡らせ、
かかしで追い払う。娘はおばあちゃんときゅう
りを収穫し、かぶりついている。
　おばあちゃんは、口癖のように｢年を取り周囲
に迷惑を掛けるだけの存在になりたくない｣と日
常を生き抜いている。高齢者虐待や障がい者殺
傷事件など耳を覆いたくなるようなニュースが
あふれる時代に、ありふれた日常を守ることが
どんなに大変なことか。今、人との触れ合い、
吹き抜ける若葉風、気持ちよく晴れた空といっ
た小さな喜びが見過ごされがちな世の中になっ
ている。だが、おばあちゃんと娘を見ていた
ら、高齢者差別などこの世に存在しないのでは
ないかと感じる。
　私はおばあちゃんに言いたい。「迷惑じゃな
い。ありがとう」と。
　　　　　　　　　　　　　　 　(40代・男性)

知ってますか？
    人権に関わる法律　

人権　 豆知識

　平成28年度に「障害者差別解消法
（平成28年4月1日施行）」「ヘイトス
ピーチ解消法（平成28年6月3日施
行）」「部落差別解消推進法（平成28
年12月16日施行）」といった人権に関
わる法律が相次いで施行されました。
　私たちは、こうした法律の理解をは
じめ、差別のない社会の実現を目指
していかなければなりません。
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1
TSU NEWS FM三重 防災啓発番組が始まります!

　災害などへの備えに関する知識や、防災への意
識を高めるための防災啓発番組を１月から開始し
ます。毎週放送される防災に関するさまざまな情
報をお聞きください。
　また、避難勧告などの発令時に自動的に電源が
入り避難情報を伝える津市緊急告知ラジオの起動
試験を、月に１回第２火曜日に番組内で行いま
す。津市緊急告知ラジオについては危機管理課ま
でお問い合わせください。

番組名　津市防災チャンネル(78.9MHz)
開始日　１月２日(火)
時　間　毎週火曜日12時55分～13時

3
TSU NEWS

2
TSU NEWS 作品募集中！あなたの夢のお菓子をプレゼント

　あなたの思い描く夢のお菓子のイラストを描い
てご応募いただき、優秀賞に選ばれた作品につい
ては、市内の菓子職人が本物のお菓子に再現して
プレゼントします。
対　象　「第８回スイーつフェスタ」で開催する
授賞式に参加できる人

応募方法　津市物産振興会スイーツ部会会員店舗
に置いてある応募用紙に、イラストおよび必要
事項を記入し、同店舗または同会事務局へ提出

１月２日　スタート「津市防災チャンネル」

優秀賞は２月25日　「第８回スイーつフェスタ」で表彰

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

日

火

してください。同会事務局(〒514-8611 住所
不要)は郵送でも受け付けます。
授賞人数　10人
締め切り　１月25日(木)17時必着
※２月25日(日)に津市センターパレスホールで開
催される「第８回スイーつフェスタ」で授賞式
を行い、再現したお菓子の披露・プ
レゼントを実施します。詳しくは、
同会ホームページをご覧ください。

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272-1119
アロマな一日 室内でアロマテラピー♪

2 11
10:00~15:00(9:30から受け付け )
美杉総合文化センター
　寒い冬は、暖かい室内でオリジナルアロマ
作りを楽しみませんか。実はアロマテラピー
と森林セラピーは深い関係があるんです。森
林セラピーはオフシーズンですが、室内で森
をたっぷり感じてください。
定　員　先着30人　
費　用　2,000円(保険料、昼食代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
申込期間　１月９日(火)～２月２日(金)

日・祝

寒～い冬はインドアで森をたっぷり感じよう！
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第８回津市手づくり絵本コンクール入賞作品
問い合わせ　津図書館　　　229－3321　　229－1458

4
TSU NEWS 津市議会議員選挙の啓発標語

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　　229－3236　　229－3338

5
TSU NEWS

入賞作品が決定！

｢チョロの友だち｣
山口実紅さん

｢わたしはランドセル｣
松川もも子さん

｢かめの台風｣
草深歩夢さん

｢ペンギンのペンちゃん｣
内田早衣子さん

「もりのなか」
豊嶋ほのかさん

　９月１日～10月６日に、手づくり絵本の作品を募集したところ、96点(こどもの部77点、一
般の部19点)の応募があり、以下の11作品が入賞しました。

◆津市長賞 ◆津市議会議長賞 ◆津市教育委員会教育長賞

◆津市長賞

◆本に出会えるまちで賞（市民の皆さんの投票により決定）

◆津市議会議長賞 ◆津市教育委員会教育長賞

投票日
１月28日日

｢あつ～いなつ
がやってきた｣
山本平蔵さん
(藤水小３年)

｢うさぎと私 冬
の並木道｣
たなかまちこ
さん

｢みんなでいち
に！｣
すがわらじゅんこ
さん

｢あさがおみち｣

倉知宏行さん
(栗葉小１年)

こ
ど
も
の
部

一
般
の
部

　10月１日号で募集した津市議会議員選挙の啓発標語に、たくさんの応
募をいただきありがとうございました。厳正な審査により、以下の作品
が最優秀賞と優秀賞に選ばれました。最優秀賞の作品は、１月28日(日)
に行われる予定の津市議会議員選挙で広く活用させていただきます。
※入賞者の皆さんには賞品を贈呈します。

住みよい津市に　願いを託す　この一票  (松本美智也さん  河辺町)

一票で　おこそう築こう　津の未来  (髙田かね子さん  観音寺町)
この一票　子孫に残す　明るい津  (羽佐田敏明さん  久居持川町)
十八才　市政に思う　一票を  (牧野清さん  南中央)
この一票　未来の津市を　変えるもの。 (宮崎絢子さん  上浜町)

◆最優秀賞

◆優秀賞

｢ ボ ク と ま ー
ちゃん｣
はじりひろこ
さん

｢ぢゃぶん｣

小林真実さん
(倭小２年)



○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

広報 つ！　平成29年12月16日号10

市民税課
　229－3129　　229－3331

小型特殊自動車をお持ちの人へ

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

平成29年分障害者控除対象者
認定書の申請を受け付け

お知らせ

　美杉地域は高齢化率が高
く、市内で最も広大な面積を
有します。各種地域団体と一
体となり、さまざまな事業に
取り組んでいます。

　地域内で助け合い、顔が見えるお付き合いがで
きるよう「あったか正月を迎える『歳末餅つき大
作戦』」事業を行っています。今年で24回目を迎
え、毎年、たくさんの小中学生やボランティアの皆

さんに参加していただい
ています。ついたお餅は、
80歳以上の人がいる世帯
に声掛けを兼ねてその日
のうちに配布します。また
参加者は、その場でつき
たてを食べて交流を深めています。

　
　地域のつながりづくりの場である「サロン」の
数は46あり、人口割合からみると活発に活動して
います。今後も各種地域団体と連携を密にし、活
動を続けていくことが地域を豊かにすると考えて
います。みんなが元気な地域になるようさまざま
な事業を行っていきます。

「歳末餅つき大作戦」の様子

　障害者控除対象者認定書は、身
体障害者手帳や精神障害者保健
福祉手帳などを持っていない人
で、身体の状態が一定基準に該
当する人が、所得税や市民税で
障害者控除を受けるときに必要
となる書類です。なお、交付には
申請から１週間程度かかります。
対象者(いずれにも該当する人)
●65歳以上の人
●要介護・要支援認定を受けて
いる人
●各種手帳を交付されている人と
同程度の身体または精神に障が
いがあるとみなされる人
　※各種手帳を持っている人で
も、認定書を使うことでより多
くの控除を受けられる場合があ
ります。

申請者　本人または家族(同居以
外の家族が申請する場合は委
任状が必要)
申請に必要なもの
●本人の介護保険証(コピー可)
●申請者と本人の印鑑
●保険証・運転免許証など申請
者を確認できる書類
受付場所　高齢福祉課または各
総合支所市民福祉課(福祉課)
受付開始日　１月４日(木)

　小型特殊自動車に該当する
フォーク・リフトなどや乗用装置
のあるトラクタ、コンバイン、
田植機などには軽自動車税が課
税されます。これらの車両を所
有している人は、軽自動車税の
申告をしてナンバープレート(標
識)の交付を受けてください。
※軽自動車税は、所有している
ことに基づいて課税されま
す。公道走行の有無とは関係

ありません。
対象車両　①農耕用小型特殊自
動車(農耕トラクタ、コンバイ
ン、田植機など)②その他小型
特殊自動車(フォーク・リフト、
ショベル・ローダ、タイヤ・ロー
ラ、ロード・ローラなど)
該当要件　①最高速度が時速35
㎞未満(乗用装置があるもの)
②次の全てを満たすもの
　●車両の長さ4.7m以下
　●車両の幅1.7m以下
　●車両の高さ2.8m以下
　●最高速度 時速15㎞以下
税率(年額)　①2,400円②5,900円
申告場所　市民税課または同課
久居分室、各総合支所市民福
祉課
申告に必要なもの　所有者の印
鑑、届出者の印鑑、販売証明書
または譲渡証明書(買主または
譲受人の住所・氏名、売主また
は譲渡人の住所・氏名・押印、車
台番号、メーカー名、排気量な
どの記載があるもの)

「美杉地区社会福祉協議会」の紹介

vol.９

特徴のある活動は？

地域の特徴は？

今後の地区社会福祉協議会に対する会長の
思いは？

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334

美杉地区社会福祉協議会
会長  海住 克己 さん



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

広報 つ！　平成29年12月16日号 11

環境政策課
　229－3212　　229－3354

冬至の夜にライトダウンを

地域医療推進室
　229－3372　　229－3018

１月の献血（400ml）

香良洲総合支所地域振興課
　292－4375　　292－4318

市民人権講座

津リージョンプラザ
　229－3300　　229－3344

津市民文化祭音楽部門

調達契約課
　229－3122　　229－3333

建設工事関係の
入札参加資格審査申請

イベント

部門 と　き ところ
太鼓
演奏

１月21日㈰
13時～

３月11日㈰
13時～
３月17日㈯
18時30分～

２月18日㈰
12時30分～
３月４日㈰
10時～

器楽
音楽

白山総合文化センター
しらさぎホール

合唱
音楽

三曲

軽
音楽

津リージョンプラザ
お城ホール

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

　地球温暖化対策の一環として、
冬至に市の施設の一斉消灯を行い
ます。皆さんの家庭でもライトダウ
ンキャンペーンにご参加ください。
と　き　12月22日(金)20時～22時

と　き　１月10日(水)９時30分
～11時20分、12時40分～16時

ところ　市本庁舎１階ロビー北側
対　象　男性17～69歳、女性18
～69歳で体重が50㎏以上の人
※65歳以上の人は、60～64
歳の間に献血経験がある人

共同受け付け
津市(水道局を含む)では、平

成30～33年度の建設工事や測
量・建設コンサルタントなどの
入札参加資格審査を、三重県・
各市町と共同で行います。

申請書類　平成26～29年度に入
札参加資格登録をしている場
合は、１月上旬に更新手続きの
書類を郵送します。新規に申請
する場合は、津市ホームページ
の「入札等に関する各種様式
(工事・コンサル)」から申請書類
をダウンロードしてください。
申請方法　郵送で三重県建設技術セ
ンター(〒514-0002 島崎町56)へ
申請期間　１月５日(金)～２月
５日(月)17時必着
津市独自受け付け
建設工事での登録を希望し、
市内に本店がある事業者で、建
設業の許可がない場合や経営事
項審査を受けていない場合は、
共同受け付けを利用できないた
め、津市独自で受け付けます。
詳しくは、調達契約課へお問い
合わせください。

と　き　１月14日(日)13時30分

～15時
ところ　サンデルタ香良洲すこ
やかルーム
対　象　市内に在住・在勤の人
内　容　青木幸枝さん(多文化共
生ネットワークエスペランサ
代表)による講演「外国人の人
権って私たちの人権」

　市内各地域から音楽団体の皆
さんが一堂に会し、日頃の練習
の成果を披露します。ぜひご覧
ください。

費　用　軽音楽のみ入場料前売
り500円、当日700円　※全
席自由

■施設の内容（予約方法、使用可能種目、使用料など）について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の利用（予約）状況が確認できます。
■施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。

１月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

サオリーナ　　223－4655
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）
※場所はメインアリーナ（半面）となります。

河芸体育館　　245－3191
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

芸濃総合文化センター　　265－6000
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

美里体育館　　279－8123
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

安濃中央総合公園内体育館　　268－0100
（9時～21時30分）

一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

バドミントン（８面）

バレーボール（１面）、ソフトバレー（４面）

卓球（20台）

使用不可　※３月31日㈯まで改修工事を実施

卓球（３台）

バドミントン、ソフトバレー（アリーナ）、
卓球（剣道場）

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

使用不可　※１月４日㈭から２月28日㈬まで改修工事を実施

使用不可　※１月８日（月・祝）から31日㈬まで改修工事を実施

ソフトバレー
バドミントン

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

９日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫

９日㈫
19日㈮

10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬

８日（月・祝）

５日㈮、11日㈭、12日㈮、18日㈭、25日㈭、30日㈫

12日㈮、19日㈮、30日㈫

５日㈮、11日㈭、15日㈪、19日㈮、25日㈭、29日㈪

香良洲体育館　　292－2498
（9時～12時、13時～17時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

おわび　広報津12月１日号４ページ「文化・教育・スポーツの振興に貢献された皆さんを表彰」の津市教育功労者 谷川士清の会の紹介文
中、「士清の命日に毎年開催する『士清まつり』」は、「毎年５月10日に開催する『士清まつり』」の誤りでした。おわびして訂正します。



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

１月の開催日程１月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所

広報 つ！　平成29年12月16日号12

白山保健センター
　262－7294　　262－6520

健康づくり推進員による
元気づくり集会

建築指導課
　229－3187　　229－3336

久居総合支所
木造住宅の耐震相談会

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

介護予防事業
地域リハビリテーション
活動支援事業説明会

募　　集

　理学療法士・歯科衛生士・栄
養士が老人会やサロンなどの活
動の場へ直接訪問して、皆さん
の健康づくりと介護予防をサ
ポートします。まずは説明会に
ご参加ください。
と　き　１月19日(金)14時～15
時30分　
ところ　市本庁舎６階61会議室
内　容　事業内容などの説明

対　象　老人会やサロンなどの
運営団体
申し込み　電話で地域包括ケア
推進室へ

と　き　２月９日(金)10時～11
　時30分　
ところ　白山保健福祉センター２階
内　容　ヨガで健康づくり
講　師　堀内富美子さん
定　員　先着50人
持ち物　ヨガマット(なければバ
スタオルでも可)、運動しやす

い服装、飲み物、タオル
申し込み　直接窓口または電話
で白山保健センターへ
申込開始日　12月25日(月)

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　１月17日(水)10時～15時
ところ　市久居庁舎２階市民ギャ
ラリー
申し込み　電話で建築指導課へ

ボートレース津に遊びにきてね！

と　き　１月２日(火)①11
時40分ごろ～②13時30
分ごろ～

ところ　津市モーターボー
ト競走場ツッキードーム(11時開場)

結城さおり歌謡ショー

　昔懐かしの正月遊びを楽しもう！駄菓
子は子ども１人につき１つプレゼント！
と　き　１月２日(火)９時30分～16時ごろ
ところ　津市モーターボート競走場１階
ツキツクエリア

正月遊びとドキドキ駄菓子プレゼント

と　き　１月14日(日)①11時ご
ろ～②14時ごろ～

ところ　津市モーターボート競走
場ツッキードーム(10時開場)
※ライブ終了後に物販＆特典会があります。出演メン
バーおよび特典会の詳細は、今後の発表内容を祭
nine.オフィシャルサイトでご確認ください。

祭nine.ライブ＆特典会
問い合わせ　事業推進課　　224-5106　　224-9944

※入場料100円(20歳未満は無料)

　書道が得意なスタッフと親子で楽しもう！
と　き　12月29日(金)～１月３日(水)９時30分～16時ごろ
ところ　津市モーターボート競走場２階ファミリールーム

書道教室＆正月遊び

１月 31302928272625242322212019181716151413121110987654321
水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

伊勢新聞社
新春レース

伊勢新聞社
新春レース

GⅠ
平和島

GⅠ
徳山

GⅢ
戸田

バトルトーナメント
（福岡）

山崎ていじ杯

山崎ていじ杯

中日スポーツ高虎杯争奪戦

中日スポーツ高虎杯争奪戦

トランスワードトロフィー

休
　
館
　
日

トランスワードトロフィー

宮島 住之江 住之江 尼崎 浜名湖 バトル福岡 GⅡ大村 GⅠ唐津

徳山 芦屋

常滑 江戸川 多摩川江戸川 常滑

唐津 芦屋 唐津 徳山 徳山 芦屋

宮島 住之江 尼崎 浜名湖 浜名湖宮島 GⅡ大村 GⅠ唐津 GⅠ徳山

浜名湖 鳴門 児島 大村 鳴門 平和島 常滑戸田 GⅠ平和島 児島 GⅢ戸田Ｍ GⅢ三国♡多摩川

下関 桐生 丸亀 若松 蒲郡 若松 住之江

蒲郡 下関 桐生 住之江 下関 丸亀

若松 丸亀 若松 蒲郡 下関 丸亀 丸亀 桐生 蒲郡
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上多気の笠塔婆

下多気の笠塔婆

伊勢奥津駅

比津駅

伊勢本街道美杉小

Ｊ
Ｒ
名
松
線

多気出張所

道の駅
美杉

至
松
阪
市

北畠氏館跡庭園

666

15
30

368

美杉町多気の石造六地蔵笠塔婆
かさ　 とう　　ば

N

 古くからある集落の傍らには、灯籠のような石
造物「笠塔婆」を見かけることがあります。塔婆
とは本来、仏舎利(釈迦の遺骨)を埋納する施設を
指しますが、供養・祈願・報恩のために建立され
たものも塔婆と呼ばれています。
　今回紹介する笠塔婆は美杉町下多気の畑地にあ
ります。地元で大洞石と呼ばれる凝灰岩が使われ
ていて、下方より基台・竿・中台・塔身・笠から
なります。頂部の宝珠は失われ、基台も後から造
り替えられたものと考えられます。円柱状の竿以
外はいずれも六角形で、塔身部に六地蔵が各面に
一体ずつ薄く削り出された石造六地蔵笠塔婆で、
平安時代以降の笠塔婆の様式を伝えています。竿
には「文明十八年十一月□日」(1486年、日は判
読不能)の銘が刻まれていて、室町時代に製作さ
れたことが分かります。
　中世以降、地蔵信仰が盛んになったことによ
り、六地蔵塔は全国各地に類例が見られ、比較的
保存状態の良いこの石造六地蔵笠塔婆は、製作年
が分かるものとして貴重であることから、三重県
の有形文化財に指定されています。
　このほか指定文化財ではありませんが、上多気

の墓地の入口にも石
造六地蔵笠塔婆が１
基あり、製作年代は
不明ですが、下多気
の笠塔婆と同様のそ
の姿から室町時代の
ものと考えられてい
ます。
　これらの石造六地
蔵笠塔婆は、伊勢国
司北畠氏が多気を本
拠として活躍した頃

に建立されたもので、城下に暮らす人々が何らか
の思いを込めて建てたのでしょう。石造物を訪ね
ながら、北畠氏一族が活躍した時代に思いをはせ
てみてはいかがでしょうか。

上多気の笠塔婆

下多気の笠塔婆(県指定有形文化財)

宝珠

笠

塔身

中台

竿

基台



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

11月１日現在

火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・
　死亡者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・

8件（103件）
1件（28件）

1,210件（12,242件）
902件（7,940件）

1人（8人）
99人（949人）

市民の動き
10月分

（平成29年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

125,238世帯
（前月比283世帯増）

281,281人
（前月比267人増）

136,692人
144,589人

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込用

紙に必要事項を記入し、直接窓口
または郵送、ファクスで同協会(〒
514－0056 北河路町19－1 メッセ
ウイング・みえ１階、　273－5588)へ

※参加費など詳しくは、同協会にお
問い合わせいただくか、同協会
ホームページをご覧ください。
　同協会(　273－5522)

広報 つ！　平成29年12月16日号14

イベント

お知らせ 募　　集
個人事業主の皆さんへ
帳簿の記載・記録の保存を
　事業所得または不動産所得、山
林所得が生じる業務を行う全て
の人は、記帳と帳簿書類の保存が
必要です。所得税と復興特別所得
税の申告が必要ない人も対象で
す。詳しくは、国税庁ホームペー
ジをご覧いただくか、最寄りの税
務署へお問い合わせください。
　津税務署(　228－3133)

四季の彩り祭り｢新春祭｣
　１月13日(土)10時～15時30分
(受け付けは15時まで)　　久居総
合福祉会館南館３階レクリエー
ションホール　　邦楽などのス
テージ発表、生け花・アートフラ
ワー・押し花体験、抽選会など
　同祭り実行委員会事務局担当
(　255－3180)

第16回白塚おさかなまつり
　12月23日(土・祝)８時30分～12
時　※雨天決行　　白塚漁港　
農水産物の販売、振る舞い鍋など
　同まつり実
行委員会(白
塚漁業協同組
合内、　232－
3027)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　１月10日(水)13時～15時　　
同センター作業室(三重町津興)
　市内に在住の60歳以上で、臨時・
短期・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

ワールドファッション＆レストラン
に遊びにきませんか
　世界の服を集めたファッショ
ンショーや世界各国の料理を食
べるワールドレストラン、コン
サートをお楽しみください。
　１月21日(日)13時～16時　　
久居総合福祉会館南館３階　　
　200人　　中学生以上1,000
円、小学生以下500円
　12月20日(水)～１月12日(金)
にはがき、またはファクス、Ｅメール
で参加者全員の住所、氏名、年齢
を津市国際交流協会ひさい支部事
務局(久居総合支所生活課内、
〒514-1192 住所不要、　256－
7666、　255－8839
＠city.tsu.lg.jp)へ
　同事務局(　255－
8839)

スキー・スノーボード教室
　２月２日(金)～４日(日)　　鹿
島槍スポーツヴィレッジスキー
場(長野県大町市)　　市内に在

住・在勤・在学の小学生以上(希
望者にはバッジテストをします)
　　40人　　２万2,000円(小学
生２万1,000円)　※１泊３食付き
　12月19日(火)～１月19日(金)
に所定の申込用紙に必要事項を
記入し、郵送またはファクス、Ｅ
メールで津市スキー協会芸濃滑走
隊担当(〒514-2211 芸濃町椋本
892-112 大橋宛、　265－2772、
　ko-ohashi3@nifty.com)へ　
※申込用紙は芸濃滑走隊ホーム
ページからダウンロードできます。
　同担当(　080－3611－8548)

いちご狩り
　一人親家庭の親子の触れ合い
や仲間づくりに参加しませんか。
　１月14日(日)９時45分～　　
いちご屋くろべえ(松阪市)　　
市内に在住の一人親家庭の親子
　20組　　中学生以上1,000円、
小学生以下無料　
　１月５日(金)までに直接窓口ま
たは電話、ファクスで津市母子
父子寡婦福祉会(　223－2085、
　223－2036)へ
※月曜日、12月
29日～１月３日
休み

ライフル射撃 １月28日㈰ 三重県営ライフル射撃場（中村町） 小学３年生～中学生 １月14日㈰12人

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込締切日



　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　

広報 つ！　平成29年12月16日号 15

津市消費生活
センター

健　　康

無料相談

とき（１月） ところ
９日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

久居総合福祉会館北館２階
会議室

15日㈪
13時～16時

11日㈭
13時30分～15時

伊勢地地域住民センター
研修室

15日㈪
13時～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

とき（１月） ところ
18日㈭
13時～16時（受け
付けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

環境学習リーダー養成講座
ファシリテーター養成コース
　地域や学校、職場で参加体験
型の環境学習をコーディネート
し、ＥＳＤ(持続可能な開発のた
めの教育)の考え方を広める担い
手を養成します。１月に実施す
る基礎から学ぶＥＳＤ入門コー
スやアクティビティ体験コース
もありますので、詳しくはお問
い合わせください。
　２月17日、３月３日・17日いず
れも土曜日10時～16時(全３回) 
　サン・ワーク津研修室　　18歳
以上で３日間参加できる人　　
　20人　※県内に在住の人優先
　12月24日(日)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、ファクス番号または
Ｅメールアドレスを三重県環境
学習情報センター(〒512-1211 
四日市市桜町3684-11、　059－
329－2909、　info@eco-mie.
com)へ
　同センター(　059－329－2000)

放送大学４月入学生
　放送大学はテレビ、ラジオ、
インターネットを利用して学べ
る通信制の大学です。働きなが
ら幅広い分野について学べ、15
歳以上の人なら、誰でも試験な

しで入学できます。　※卒業を
目指す場合は、18歳以上で大学
入学資格が必要です。
　１次募集は２月28日(水)まで、
２次募集は３月１日(木)～20日
(火)に同大学本部へ　※詳しくは、
同大学三重学習センター(　233－
1170)までお問い合わせください。

認知症予防教室
　１月12日(金)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１　　口腔
ケアで認知症予防　　市内に在
住の65歳以上　　　30人
　12月22日(金)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

消費生活相談
　毎週月～金曜日９時～12時、
13時～16時(祝･休日、年末年始
を除く)　　市本庁舎１階市民交
流課内　　消費生活相談員によ
る商品の購入やサー
ビス利用などのトラ
ブルに関する相談(電
話相談も可)
　津市消費生活セン
ター(　229－3313)

１月の行政相談
　国や市などの
行政に関する意
見等を、12人の
行政相談委員(市政相談員)が受
け付けます。

　三重行政監視行政相談セン
ター(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課(丸之内)
　同課(　228－4193)

年末年始も住宅火災にご注意を 火の用心　ことばを形に　習慣に

平成２９年度　全国統一防火標語

●逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する。
●寝具・衣類・カーテンへの延焼を防ぐため、防炎品を使用　　
　する。
●火が小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
　体制をつくる。
●寝たばこは絶対にしない。
●ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。
●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

いのちを守る７つのポイント 火災警報器の設置・点検

問い合わせ　予防課　Ｔ254-0356　Ｆ256-7755
　　　　　　　

　住宅用火災警報器は設置が義
務付けられています。他の部屋
に設置した火災警報器と連動し
て発報する連動型住宅用火災警
報器の設置をおすすめします。
　また、住宅用火災警報器の多
くは電池式で、電池などの寿命
は約10年となっています。定期
的に動作確認をしましょう。
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市財政収入の一部に寄与することを目的とし、裏表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。

　私が所属している学習支援部会は13人のボランティアで運営され、放課後や夏休みに、自発的に参加
する児童の学習をサポートしています。学力の向上はもちろん、先生や保護者以外の大人に褒められるこ
とは、子どもの自信にもつながります。褒められ、照れくさそうに見せる笑顔。それが私たちのやりがいです。

　地域の皆さんがやさしく、温かく、人とつながりたいと思う心でしょうか。「キラリ豊が丘」設立から４年たった今、子ども
たちの元気なあいさつからも、「自分たちは地域に見守られている」と感じてくれていることが伝わり、うれしくなります。今
後は子どもたちを主体としたボランティア活動にも取り組むことで、一層地域への愛着を深めてくれればと思います。

Q3 松原さんにとっての”キラリ”と、今後の目標は？

Q2 学習支援部会の活動と、やりがいは？

Q1 「キラリ豊が丘」について教えてください。

撮影：豊が丘小学校

放課後の学習サポート「キラリの時間」打ち合わせをする学習支援部会の皆さん

　地域との結び付きが強い子どもは、元気で輝いている　、そう思い、学校・地域・家庭が組織的につながり、児童の
成長をサポートするボランティア団体「キラリ豊が丘」を立ち上げました。現在、80人を超える地域の皆さんが、学習支援・
環境整備・図書館支援・防災教育・街頭指導の５部会で活動しています。子どもは、コミュニティーの核。地域の皆さんの
温かい協力の下、子どもたちの“キラリ(良いところ)”が輝く学校づくりを応援しています。

松原  利子さん 

キラリ豊が丘
副本部長・学習支援部長
ま つ ば ら 　 　 　 と し こ

平成25年、ボランティア団体「キ
ラリ豊が丘」の設立に携わり、
副本部長と学習支援部長を務
める。津家庭教育研究会の講
師の他、学童保育・児童養護施
設でも勤務するなど、子どもた
ちと深く関わっている。



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

津市人権講演会

ザ・夢 芸能祭(第４回)

三重大学合唱団第57回定期演奏会

第38回カントダモーレ演奏会

催 し 物 の ご 案 内催 し 物 の ご 案 内

入場料

■津リージョンプラザ　お城ホール

■一志農村環境改善センター　多目的ホール

13

14

21

27

28

土

日

日

土

日

12:30

9:30

15:30

14:00

14:00

16:30

16:00

17:00

16:00

16:00

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪  ホ ー ル　♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★

無　料

1,000円

1,000円 

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)

生活文化情報センター
(展示室)

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき11月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成29年12月16日発行～

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき11月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成29年12月16日発行～

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津リージョンプラザ

アストプラザ

河芸公民館

芸濃総合文化センター

美里文化センター

サンヒルズ安濃

サンデルタ香良洲

一志農村環境改善センター

白山総合文化センター

美杉総合文化センター

　229-3300

　222-2525

　245-2222

　265-6000

　279-8111

　268-5811

　292-3113

　293-5611

　262-5893

　272-8080

市人権課
　229-3165

創元会三重支部
　227-7185(藤本)　

津北退職教職員互助会
　245-3238(野島)　

津市書写展実行委員会
事務局　227-5245(西橋
内中学校 中村)　

前売り   500円
当　日   600円

 S    席 4,000円
 A    席 3,000円
自由席 2,000円

月

2018

１

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料

無　料

無　料

無　料

13日(土)
12:00～16:30

27日(土)・28日(日)
9:30～16:30

18日(木)～21日(日)
9:00～17:00
(18日は12:00から、
21日は16:00まで）

23日(火)～25日(木)
9:00～16:00
(23日は13:00から、
25日は15:00まで）

人権ポスター展・原爆パネル展

創元会三重支部展

津市中ブロック小中学校書写展

市人権課
　229-3165

ぷろだくしょん21世紀 ザ・夢
　090-1411-0335(西城)

三重大学合唱団
　090-7351-9459(三江)

津文化協会
　225-8878(川合)

カントダモーレ事務局
　090-3389-0438(竹谷)

津市消防団一志方面団
　293-0279

津文化協会事務局
　090-1236-1144(辻本)

津リージョンプラザ
　229-3300

津市消防団一志方面団新春訓練

津市民文化祭 音楽部門「太鼓演奏」

7

20

日

土

無　料

無　料

13:00

13:30

16:00

15:00

21 日 無　料13:00 16:20

■白山総合文化センター　しらさぎホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

津市民文化祭参加事業 文化講演会
～？「発見塾」～三重大学シリーズ　
「ＹＵＢＡメソッド：カラオケ達人への道
～歌謡ショー＆オープンレッスン～」
講師 弓場 徹(三重大学教育学部教授)

第３回ちとせの杜音楽会 ～半泥子千歳山
荘復原チャリティーコンサート～

退職教職員互助会津北地区
生涯学習展



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

コンサート、講演会、カラオケ大会など幅広くご利用ください。

座席数／固定席600席(車椅子用５席)
仕様／舞台13ｍ×13ｍ
　リハーサル室、楽屋３室、控室１室など  
その他／生活文化情報センター(展示室)、　
　ギャラリー、会議室、津図書館、中央保
　健センターなどあり
ところ／〒514-8611  西丸之内23-1
　電話229-3300　ＦＡＸ229-3344
交通／バス「三重会館前」下車徒歩10分、　
　近鉄新町駅から徒歩10分　
　無料駐車場451台(市本庁舎と併用)　　

津リージョンプラザ お城ホール

座席数／可動席198席、パイプ椅子72席
仕様／可動式舞台21ｍ×16ｍ
　控室１室、楽屋３室など  　
その他／ギャラリー、スタジオ、レクリエー
　ション室、会議室、橋北公民館などあり　
ところ／〒514-0009  羽所町700  アスト
　津４・５階
　電話222-2525　ＦＡＸ222-2526
交通／津駅前徒歩１分
　アスト駐車場380台(30分無料、以降30
　分ごと100円）　　　　　　　　　　　

座席数／固定席500席(車椅子用４席)
仕様／舞台11ｍ×７ｍ
　第１研修室など
その他／会議室などあり。河芸図書館、河
　芸体育館など隣接　
ところ／〒510-0314  河芸町浜田742
　電話245-2222　ＦＡＸ245-2223
交通／伊勢鉄道河芸駅から徒歩６分、　 
　バス「朝陽中学校前」下車徒歩７分
　無料駐車場182台    
     

座席数／可動席443席(車椅子用２席)
仕様／舞台13ｍ×7.8ｍ
　親子室など
その他／大研修室、公民館、アリーナ、芸濃
　図書館、芸濃郷土資料館などあり　　　
ところ／〒514-2211  芸濃町椋本6824
　電話265-6000　ＦＡＸ265-6003
交通／伊勢自動車道芸濃ＩＣより車で５分、
　バス「椋本」下車徒歩７分　
　無料駐車場266台　　　　　　　　　　
　　　　　　　　    

座席数／固定席332席(車椅子用４席)
仕様／舞台14ｍ×10ｍ
　控室(和洋各１室）  　
その他／美里図書館、市美里庁舎など隣接
ところ／〒514-2113  美里町三郷51-3
　電話279-8111　ＦＡＸ279-8125
交通／伊勢自動車道津ＩＣより車で約20分、
　バス「美里総合支所前」下車徒歩３分　
　みさとの丘無料駐車場150台(美里グラ 
　ウンド、美里図書館、市美里庁舎と併用）
　　　　　　　　　　　　　　　  

アストプラザ  アストホール

河芸公民館  大ホール

芸濃総合文化センター  市民ホール

美里文化センター内 文化ホール

座席数／固定席596席(車椅子用４席)
仕様／舞台15.3ｍ×11.2ｍ
　リハーサル室、楽屋３室など 
その他／展示ギャラリー、会議施設、安濃
　保健センター、安濃図書館などあり
ところ／〒514-2326  安濃町東観音寺418
　電話268-5811　ＦＡＸ268-5802
交通／伊勢自動車道津ＩＣより車で10分、
　バス「安濃総合庁舎前」下車徒歩５分
　無料駐車場209台　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンヒルズ安濃  ハーモニーホール

座席数／可動席299席、パイプ椅子101席
　(車椅子用随時設置可)
仕様／舞台12ｍ×８ｍ
　控室など　
その他／きらめき図書館、保健センター、
　会議施設などあり。パターゴルフ場など
　隣接　
ところ／〒514-0314  香良洲町2167
　電話292-3113　ＦＡＸ292-4147
交通／バス「香良洲神社前」下車徒歩２分
　　無料駐車場120台　　　　　　　　　

座席数／可動席360席(車椅子用10席)
仕様／舞台11ｍ×5.8ｍ
　移動式電動椅子(座席収納可)
その他／会議施設あり。市一志庁舎と隣接
ところ／〒515-2516  一志町田尻605-2
　電話293-5611　ＦＡＸ293-3087
交通／近鉄川合高岡駅から徒歩３分、
　JR名松線一志駅から徒歩３分、
　バス「川合高岡」下車徒歩１分
　無料駐車場141台(市一志庁舎と併用)  
    

座席数／592席(車椅子用６席）
仕様／舞台17ｍ×11.5ｍ
　楽屋４室など
その他／会議施設、多目的室、まちのギャラ 
　リー、うぐいす図書館などあり　　
ところ／〒515-2602  白山町二本木1139-2
　電話262-5893　ＦＡＸ262-5445
交通／近鉄大三駅から徒歩15分、
　伊勢自動車道久居ＩＣから車で15分
　無料駐車場300台(大型３台可）　　　
　　　　　　　　　　　　   

座席数／可動席198席、パイプ椅子100席
　(車椅子用２席)
仕様／舞台12ｍ×４ｍ
　楽屋１室など  　
その他／市美杉庁舎、美杉人権センター、
　美杉保健センターなどあり　　
ところ／〒515-3421  美杉町八知5580-2
　電話272-8080　ＦＡＸ272-1119
交通／ＪＲ伊勢八知駅から徒歩１分、
　伊勢自動車道久居ＩＣから車で４０分　　
　無料駐車場５１台(市美杉庁舎と併用)　　
　　　　     

サンデルタ香良洲  多目的ホール

一志農村環境改善センター  多目的ホール

白山総合文化センター  しらさぎホール

美杉総合文化センター  美杉の郷ホール

津市のホールのご案内津市のホールのご案内



折り込み紙
広報津

個人住民税(個人市民税・
県民税)の主な改正点

平成29年12月16日発行
市民税課

　229-3130　　229-3331

個人住民税(個人市民税・県民税)
の主な改正点

税制改正による

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)からの改正点

　給与所得控除の上限額が適用される給与収
入と給与所得控除の上限額が次のとおり見直
されました。

給与所得控除の上限額が
適用される給与収入 1,200万円

230万円

所得税等の医療費控除の
申告手続きの改正

　所得税等の医療費控除の申告手続きに必要
であった医療費などの領収書の添付は、「医療
費控除に関する明細書」を添付する方式に改
められました。
　これに伴い、医療費控除に関する明細書と
して、一定の要件を満たす医療費通知(医療費
のお知らせ)が利用できるようになりました。
なお、平成32年度個人住民税(平成31年分所
得税)までは、これまでと同様の申告手続きも
利用できます。
※津市国民健康保険
および三重県後期高
齢者医療広域連合発
行の医療費通知(医療
費のお知らせ)は利用
できません。

医療費控除で
セルフメディケーション税制が

選択可能に
　健康の保持増進および疾病の予防への一定
の取り組みを行っている居住者が、平成29年１
月１日から平成33年12月31日までの間に自己
または自己と生計を一にする配偶者・その他の
親族に係る特定一般用医薬品等購入費(スイッ
チＯＴＣ医薬品の購入費)を支払った場合、セル
フメディケーション税制(スイッチＯＴＣ医薬品
控除)を選択できるようになりました。
一定の取り組みとは
①保険者等が実施する人間ドックなどの健康
診査 ②インフルエンザなどの予防接種 ③健
康診断(事業主健診・検診) ④特定健康診査ま
たは特定保健指導 ⑤市町村のがん検診
※セルフメディケーション税制と従来の医療
費控除を同時に利用することはできません。

住宅借入金等特別控除の
適用対象者の拡大と適用期間の延長
適用対象者の拡大
　住宅借入金等特別控除の適用対象者が「居
住者」から「個人」に変更され、単身赴任者など
の非居住者も利用できるようになりました。
適用期間の延長
　住宅借入金等特別控除を適用できる居住開
始年月日が、「平成31年６月30日まで」から
「平成33年12月31日まで」に延長されました。

給与所得控除の見直し
（上限額の引き下げ）

　上場株式等の配当所得は、申告不要制度・申告分
離課税・総合課税の選択を納税者が任意に選択(上
場株式等の譲渡所得には、申告不要制度・申告分離
課税から選択)できましたが、所得税の確定申告書

とは別に、配当所得の申告不要制度を選択する旨の
住民税申告書を提出することで所得税では配当所
得を申告し、住民税では申告しないなど、異なる課
税方式を選択できることが明確化されました。

見直し前

1,000万円

220万円

見直し後

上場株式等の配当所得および株式譲渡所得の課税方式の選択

給与所得控除の上限額



折り込み紙
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個人住民税(個人市民税・
県民税)の主な改正点

…当該金額を含む
…当該金額を含まない

平成31年度個人住民税(平成30年分所得税)からの改正点
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の配偶者の所得限度額を引き上げ
　働きたい人が就業調整を意識しなくて済むように、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所
得限度額が引き上げられました。

（万円）

90 9538 45 50

33

31

26

21

16

11

6

3

0
10055 60 65 70 75 76

（155）(103)（110）（115）（120）（125）（130）（135）（140）（141）

115 120 123105 110

（201）（160）（167）（175）（183）（190）（197）

配偶者の合計所得金額（配偶者の給与収入）

納税者本人の所得制限

控
除
額

（万円）

配偶者の
所得限度額を

引き上げ

●

●●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

　配偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万
円を超える場合は以下のとおり控除額が逓減・消滅する仕組みになりました。

●

改正前 改正後

納税者本人の
合計所得金額

38万円超 90万円以下
90万円超 95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下
123万円超

33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円
0円

22万円
21万円
18万円
14万円
11万円
8万円
4万円
2万円
0円

950万円超
1,000万円以下

配偶者特別控除の控除額

900万円以下 900万円超
950万円以下

11万円
11万円
9万円
7万円
6万円
4万円
2万円
1万円
0円

配偶者の
合計所得金額

38万円超　45万円未満
45万円以上50万円未満
50万円以上55万円未満
55万円以上60万円未満
60万円以上65万円未満
65万円以上70万円未満
70万円以上75万円未満
75万円以上76万円未満
76万円以上

33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円
0円

納税者本人の
合計所得金額
1,000万円以下

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

一般の配偶者
老人の配偶者（※）
※その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

配偶者控除の控除額

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

33万円
38万円

納税者本人の
合計所得金額
制限なし

納税者本人の
合計所得金額

一般の配偶者
老人の配偶者（※）

33万円
38万円

22万円
26万円

950万円超
1,000万円以下900万円以下 900万円超

950万円以下
11万円
13万円

改正前

改正後

改正後

配偶者の
合計所得金額
38万円以下

配偶者の
合計所得金額
38万円以下

改正前

●●
●●

(例)納税者本人の合計所得金額が、900万円以下(給与収入1,120万円以下)の場合

●



健康づくりだより

健康づくりだより

折り込み紙
広報津

平成29年12月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3287

問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

赤ちゃんの離乳食教室
　妊産婦、乳幼児と保護者を対象に、栄養士による
話や離乳食の試食(保護者のみ)、調理体験などを行
います。
定　員　河芸保健センター25人、久居保健センター
　30人　※先着順(初めての人優先)
持ち物　母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み　12月25日(月)から各保健センターへ

赤ちゃんの
離乳食教室

《スタート編》

幼児食へつなごう！
離乳食教室

《ステップアップ編》

河　芸

久　居

ところ
（保健センター名）とき（１月） 対　象

妊婦、離乳食開
始前または開始
したばかりの乳
児を持つ保護者
離乳食に不安が
ある、生後10カ月
ごろからの乳幼
児を持つ保護者

10日（水）
13 ： 30～
15 ： 00

26日（金）
13 ： 30～
15 ： 00

マタニティー倶楽部
対　象　妊婦とその家族
申し込み　前日までに各保健センターへ

中　央

31日（水）
10：00～
11：45

元気に妊娠・出産・育児ので
きる身体をつくろう
（助産師）

久　居

17日（水）
13：30～
15：15

赤ちゃんと楽しむ絵本（図
書館職員）、赤ちゃんとの
生活（保健師）

ところ
（保健センター名）

とき
（１月） 内容など

健康相談・栄養相談
　保健師・栄養士による相談を行います。
対　象　成人
定　員　各相談先着３人
申し込み　12月25日(月)から各保健センターへ

河　芸
芸　濃

ところ（保健センター名） とき（１月）
29日（月）９：30～11：00
10日（水）９：30～11：00

第３次健康づくり計画
ワンポイントアドバイス

眠れていますか？
　人生の３分の１の時間は睡眠時間であり、ここ
ろも体も健康に過ごすためには、質の良い睡眠を
とることが大切です。
　睡眠不足や質の悪い睡眠は、高血圧や糖尿病、動
脈硬化といった生活習慣病やうつ病のリスクを高
めたり、症状を悪化させたりする恐れがあるた
め、質の良い睡眠がとれるよう心掛けましょう。
▼質のよい睡眠をとるために…

＜健康づくりのための睡眠指針2014～睡眠12箇条～（厚生労働省）＞

❶良い睡眠で、からだもこころも健康に。
❷適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめ
　のメリハリを。
❸良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
❹睡眠による休養感は、こころの健康に重要
　です。
❺年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らな
　い程度の睡眠を。
❻良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
❼若年世代は夜更かし避けて、体内時間のリズ
　ムを保つ。
❽勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十
　分な睡眠を。
❾熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運
　動で良い睡眠。
10眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅
　らせない。
11いつもと違う睡眠には、要注意。
12眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家
　に相談を。



健康づくりだより
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年末年始の応急診療
　津市の応急診療所は、津地区医師会、久居一志地区医師会、津
歯科医師会および津薬剤師会の協力の下、休日や夜間の急な発
熱、腹痛、下痢などの症状に対して応急的な診療を行っていま
す。年末年始の診療については以下のとおりです。継続して治療
が必要な場合は、かかりつけ医などで受診してください。

受診時の持ち物
●健康保険証(75歳以上の人は後期高齢者医療
　被保険者証)　※保険証がないと診療代金が
　全額自費となるため、通常より高くなります。
●健康保険高齢受給者証(70～74歳の人のみ)

●子ども医療費などの福祉医療費受給資格証
●診療代金　※休日・夜間のため割り増し加算
　されます。
●使用中の薬があれば、「お薬手帳」などの薬
　の内容が分かるもの

●医師や看護師など専門スタッフがご相談にお答えします。
●24時間年中無休で、通話料・相談料は無料です。（非通知設定の電話
　は受け付けできません）

津市救急・健康相談ダイヤル24のご利用は
フリーダイヤル　　 0120－840－299

■津市こども応急クリニック・休日デンタルクリニック（大里窪田町327-1 三重病院敷地内、　236－5501）

■津市応急クリニック（西丸之内37-8 お城西公園西隣、　229－3303）

■津市久居休日応急診療所（久居本町1400-2 久居一志地区医師会館内、　256－6207）

診療時間外に受診するとき
　三重県救急医療情報センターでは、
24時間受診可能な医療機関を案内し
ています。
●ホームページ
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
●携帯サイト
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
●電話案内　　229－1199

小児科

歯　科

診療科目 受付診療時間

10時～12時、13時～16時
19時30分～23時
10時～12時
13時～16時

内　科

診療科目 受付診療時間

10時～12時、13時～16時
19時30分～23時

●
●

●
●

－
●

－
●

－
●

－
●

－
●

－
●

●
●

内　科

※小児科はおおむね16歳未満、内科はおおむね16歳以上の人が対象です。

診療科目 受付診療時間

10時～12時、13時～16時 ● ● － － － － － ● ●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

－
●

－

●印が診療日です。

●
●
●
－

●
●
－
－

－
●
－
－

－
●
－
－

－
●
－
－

－
●
－
－

－
●
－
－

－
●
－
－

●
●
●
●

●
●
－
－

●
●
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－
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－
－

－
●
－
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®

12/23
（土・祝）

12/24
㈰

12/25
㈪

12/26
㈫

12/27
㈬

12/28
㈭

12/29
㈮

12/30
㈯

12/31
㈰

１/１
（月・祝）

１/２
㈫

１/３
㈬

１/４
㈭

12/23
（土・祝）

12/24
㈰

12/25
㈪

12/26
㈫

12/27
㈬

12/28
㈭

12/29
㈮

12/30
㈯

12/31
㈰

１/１
（月・祝）

１/２
㈫

１/３
㈬

１/４
㈭

12/23
（土・祝）

12/24
㈰

12/25
㈪

12/26
㈫

12/27
㈬

12/28
㈭

12/29
㈮

12/30
㈯

12/31
㈰

１/１
（月・祝）

１/２
㈫

１/３
㈬

１/４
㈭

 インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染
することにより、38℃以上の発熱と全身のだる
さ、頭痛、筋肉痛などの全身症状が急速に起こり、
喉の痛みやせきなどの呼吸器症状が現れてくる病気
です。流行は11月下旬～12月上旬に始まり、翌年
の１～３月ごろに患者数が増加します。

インフルエンザにご注意をインフルエンザにご注意を インフルエンザにかからないために
●十分な栄養と睡眠を　　　
●手洗い・うがいをしっかりと　
●人混みに出る時はマスクの着
　用を
インフルエンザかな
と思ったら
●早めに医療機関で受診を
●自宅でゆっくり休養を

問い合わせ　地域医療推進室　　229－3372　　229－3018

年末年始の連休に入る前にご確認ください
●体や薬のことで気になることがある人は、かかりつけ医に相談しましょう。
●常用薬がある人は、休み明け分までの薬を処方してもらいましょう。
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と　き　１月28日(日)、２月７日(水)いずれも10 
　時30分～12時
ところ　とことめの里一志健康教育室
内　容　手袋人形“おはながわらった”の作製と、
　子どもとの絵本の楽しみ方や、絵本の選び方に
　ついて　※両日とも同じ内容です。
講　師　青沼洋子さん(おはなしの森)
定　員　先着各15人(３歳未満の子ども同伴での
　参加はご相談ください)
持ち物　裁縫道具
費　用　600円(材料費)
申し込み　１月５日(金)10時から直接窓口または
　電話で一志図書館へ
問い合わせ　同図書館(　295-0116)

●１月７日(日)･･･アニメ｢ぼくは王さま～たまご
　とめいたんてい～｣(55分)
●１月21日(日)･･･アニメ｢おにたのぼうし(18分)、
　じごくのそうべい(16分)｣(計34分)
時　間　いずれも14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

平成29年12月16日発行
津図書館
〒514-8611　津市西丸之内23-1
（津リージョンプラザ内）　229-3321
　http://www.library.city.tsu.mie.jp/

図書館たいむず図書館たいむず １月
January

2018月刊

しんちょく

　子ども時代からの読書遍歴と、著作や言語にま
つわるお話を語っていただきます。
と　き　１月28日(日)13時30分～15時
ところ　津図書館２階視聴覚室
演　題　｢読書の勧め｣
講　師　金田一秀穂さん(杏林大学教授)
対　象　中学生以上
定　員　先着100人
申し込み　１月13日(土)９時から同図書館１階カ
　ウンターで入場整理券を配布します。
　※電話やインターネット、他の図書館(室)での
　受け付けは行いません。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

と　き　１月28日(日)10時～11時30分

ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　子ども向けの落語
出　演　切磋亭琢磨さん(寝床の会)
対　象　小学生以上
定　員　先着80人(申し込み不要)
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●子ども寄席(無料)●子ども寄席(無料)

●金田一秀穂さん講演会（無料）●金田一秀穂さん講演会（無料）

と　き　２月３日(土)13時30分～15時
ところ　津図書館２階視聴覚室
演　題　｢最近の直木賞作品について」
講　師　竹添敦子さん(三重短期大学教授)
定　員　先着50人
申し込み　12月20日(水)９時から直接窓口または
　電話で同図書館へ
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●図書館文学講座 (無料)●図書館文学講座 (無料)

●つくってあそぶ絵本講座●つくってあそぶ絵本講座

と　き　２月17日(土)13時30分～15時
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　擬革紙は風合いや手触りを革のように加
　工した和紙です。参宮土産として、水に強い擬
　革紙を使った刻み煙草入れは人気を博し、江戸
　時代から昭和初期まで伊勢国の地場産業として
　栄えました。参宮街道沿いという地理的条件ゆ
　えに発達した擬革紙産業の歴史と技術について、
　分かりやすく学びます。
講　師　堀木茂さん(参宮ブランド擬革紙の会会長)
定　員　先着40人(小学生以下は保護者同伴）
申し込み　1月20日(土)９時から直接窓口または
　電話で同文学館へ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●図書館で学ぼう｢擬革紙の歴史と技術｣(無料)●図書館で学ぼう｢擬革紙の歴史と技術｣(無料)

　安濃図書館２階の改修工事に伴い２階学習室、
資料室などは以下の期間利用できません。工事期
間中は、工事音なども含め、ご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。なお、１
階での図書の貸し出しなどは、通常どおりご利用
できます。
と　き　１月５日(金)～２月13日(火)　※工事の
　進捗状況により、工事期間が変更になる場合が
　あります。
問い合わせ　同図書館(　268-5822)

●安濃図書館２階改修工事のお知らせ●安濃図書館２階改修工事のお知らせ
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１月のおはなし会など１月のおはなし会など

11日(木)10時30分～
※浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

内容など と　き 語り手

津図書館

久居ふるさと
文学館

河芸図書館

芸濃図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

ひなたぼっこの冬のおはなし会
（ストーリーテリング）

小さい子向けおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

①マザーグース②ポップコーン
③おはなしのたね④ききゅう船

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

11日・18日いずれも(木)15時～

18日(木)14時15分～

①6日②13日③20日④27日いずれも(土)15時～

6日(土)15時40分～

6日・20日いずれも(土)15時～

8日(月・祝)10時30分～

13日(土)15時～

17日(水)15時～

18日(木)10時～

24日(水)11時～

27日(土)15時～

21日(日)11時～

13日・27日いずれも(土)11時～

27日(土)14時～

13日(土)11時～

18日(木)11時～

27日(土)15時～

5日(金)11時～　

6日(土)14時30分～

10日・17日・24日・31日いずれも(水)15時～　　　　　　     

21日(日)11時～

だっこでおはなし！
（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)

図書館職員

マザーグース

かたつむり

どんぐり

かたつむり

わらべ

かたつむり

ラッコの会

こんぺいとう

なり☆プロ

やまびこ会

図書館職員

ひなたぼっこ

図書館職員とボランティア

図書館職員とボランティア

きいろいぼうし

図書館職員

外国語指導助手

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

ストーリーテリング
（絵本や紙芝居を使わないおはなし会）

小学生冬のおはなし会
（ストーリーテリング)

楽しいおはなしの時間
（絵本、紙芝居など）

おはなしであそぼう！
（体・声を使ってお話の中を体験)

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど）

絵本ＤＥお話しよう会
（大人向け、参加者が発表会形式で行う絵本の読書会)

おはなしの森
（年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)

おはなし会
（絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌など）

おはなし会０１２
（赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など）

ボランティアのおはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど）

おはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

えいごであそぼ！
（洋書絵本のおはなし会)

11日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

１月 図書館カレンダー１月 図書館カレンダー は、休館日

河芸図書館

(　245-5300)10時～18時

芸濃図書館

(　265-6004)９時～17時

美里図書館

(　279-8122)９時～17時

安濃図書館

(　268-5822)10時～18時

きらめき図書館

(　292-4191)９時～17時

一志図書館

(　295-0116)10時～18時

うぐいす図書館

(　262-5000)10時～18時

(土・日曜日、祝・休日は９時～17時)

美杉図書室

(　272-8092)９時～17時

津図書館

(　229-3321)９時～19時

(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

久居ふるさと文学館

(　254-0011)９時～18時

(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

ポルタひさいふれあい図書室

(　254-0464)10時～21時

(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

日

7
14
21
28

水

3
10
17
24
31

木

4
11
18
25

金

5
12
19
26

土

6
13
20
27

月

1
8
15
22
29

火

2
9
16
23
30
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