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「笑顔があふれ幸せに
　　暮らせる県都 津市」へ向けて

津市長　前葉 泰幸
　謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　昨年は、津市応急クリニックと津市家庭医療クリニックを開設し、初期
救急医療と地域医療の充実を図るとともに、医療・介護サービスの一体的
な提供をサポートする津市在宅療養支援センターを開設しました。高齢者
外出支援事業も開始し、65歳以上の方を対象に路線バスで利用できる乗
車ポイントの付与や津市コミュニティバスの無料化を行いました。強い地
域経済に向けては、津市ビジネスサポートセンターを創設し、企業等をワ
ンストップで総合的に支援する窓口を開設しました。教育においては、県
内初の義務教育学校「みさとの丘学園」を開校し、小中一貫９年間を生か
したカリキュラムのもと先進的な学校教育が始動しました。
　そして、昨秋の津市産業・スポーツセンターのオープンにより、合併
後取り組んできた４大プロジェクトが全て完了し、津市のまちづくりは
一つの区切りを迎えました。
　いよいよ津市は、今年、まちづくりの新しいステージへと動き出しま
す。４月から新しい津市総合計画がスタートし、目標に掲げた「笑顔が
あふれ幸せに暮らせる県都 津市」の実現に向け邁進してまいります。
　未来を担う子どもたちは、しっかりと守り育てます。幼保連携型認定
こども園の開園、小学校普通教室へのエアコンの設置、未就学児の子ど
も医療費の窓口無料化など、子どもたちのための施策を積極的に展開し
ます。
　安心して暮らせる環境づくりも決して手は抜きません。介護を必要と
する状態になっても、介護者と共に安心して暮らせるよう介護サービス
の充実を図るとともに、国民健康保険事業は、広域化後も健全な運営を
行います。津市独自で精神障害者保健福祉手帳２級通院医療費助成の拡
大を実施し、障がい者への支援も強化します。
　心豊かな暮らしづくりにも力を入れてまいります。夏に開催される全
国高等学校総合体育大会を、スポーツの裾野を広げる絶好の機会とし
て、最大限生かしてまいります。(仮称)津市久居ホールの工事に着手
し、多彩な芸術文化の創造・発信拠点として、整備します。
　一つ先の時代を見据え、市民の皆様お一人お一人が笑顔で幸せに暮ら
せる津市へ、市役所一丸となってさらに力強く市政を進めてまいります
ことを年初の誓いとし、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ

まい
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市民の未来に想いを馳せて

津市議会
　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　「津市が将来にわたり安心して暮らし続けることのできる都市であるこ
と」、それが津市議会議員一人一人の想いであり、議員の活動を支える熱
意です。これまで、この想い・熱意を糧に、時には執行機関を牽制し、時
には執行機関と調和を図りながら、市政の推進に力を注いでまいりまし
た。
　そして、平成30年は津市議会にとって大きな節目の年を迎えます。
　まず、未来に向けた新たな津市のまちづくりがスタートします。
　昨年４月には、津市応急クリニックが診療を開始し、10月には、津
市・産業スポーツセンターのオープンと、(仮称)津市久居ホールの建設工
事着工に向けた予算の議決、12月には新しい津市総合計画の議決を行い
ました。市町村合併以来の大きなプロジェクトが次々に完成を迎え、それ
らを土台として、津市を次世代に引き継いでいくためのまちづくりが、今
まさに始まろうとしています。
　少子化、高齢化による人口減少社会の渦中、国、地方を通じた厳しい財
政状況の中、市民の皆様の暮らしを取り巻く環境は刻々と変化していま
す。議会は、執行機関の監視機能としての役割を果たすのみならず、地域
が抱えるさまざまな課題を的確に把握すると同時に、社会環境の変化に柔
軟に対応した政策提案ができるよう、議論を深めてまいります。
　次に、市民に開かれた市議会の推進です。
　津市議会は２月に新たな体制となります。昨年６月の市議会定例会にお
いて、議員定数を２人削減し、34人といたしました。全国的にも市議会
議員数は減少している状況にありますが、これは決して議会改革の成果で
はありません。大切なことは、これまで以上に市民の皆様と向き合いなが
ら、議会活動を推し進めることです。一昨年から実施しておりますイン
ターネットを介したＵＳＴＲＥＡＭとＹｏｕＴｕｂｅによる本会議、委員
会、全員協議会のライブ放送と録画映像は鮮明な映像で、スマートフォン
による視聴も可能となりご好評を得ております。津市議会の活動を皆様に
より身近に感じていただけるよう、不断の努力をしてまいります。
　津のまちを次世代へ引き継ぐこと、それは今を生きる私たちの責務で
す。新たな体制のもとで、着実に歩を進めてまいります。
　本年も皆様にとりまして、輝かしい一年となりますことを心よりお祈り
申し上げます。

志登茂川浄化センター屋上から望む朝日（白塚町）

けん
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レスリング世界女王 また一人誕生レスリング世界女王 また一人誕生

撮影場所／サオリーナ(メインアリーナ)

　平成29年11月３日、津市スポーツ栄誉賞を受賞された奥野春菜さんを
お迎えし、世界レスリング選手権大会で金メダルを獲得した時のエピソー
ドや、尊敬する吉田沙保里選手への思いを前葉泰幸市長が伺いました。

新春市長対談（第37回市長対談）
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HARUNA OKUNO

市長　最初に世界レスリング選手権大会のことか
ら伺いたいと思います。シニアの世界選手権大
会への出場は、初めてだったのですね。特別な
舞台だったのでしょうか。

奥野　私はシニアの二つ下の世代のカデット(16
～17歳)の世界選手権しか出たことがなかった
のですが、シニアの世界選手権は会場が広く、
音響もライトも規模が全然違い、すごく緊張し
ました。

市長　フランスのパリで開かれた今回の世界大会
はどんな雰囲気でしたか。

奥野　今までの大会とは比べものにならないくら
い選手もスペシャルな人ばかりでした。外国人
選手は一番手が大勢出てくる大会なので、未知
の世界に飛び込んだ感じでした。

市長　外国人選手を次々と破って決勝まで進まれ
ました。準決勝までは相手に１ポイントも与え
ない、完璧な試合でしたね。

奥野　準決勝までは絶対に決勝に行きたいので点
はやらないという強い気持ちがありました。決
勝では少し弱い気持ちが出て
しまって、簡単に失点してし
まう場面もありました。

市長　決勝の相手であるナイ
ジェリア選手は映像を見るだけでも手足が長
く、戦い方が違いましたね。外国人選手とは戦
いにくい面もありますか。

奥野　ナイジェリアの選手は、ヨーロッパ圏の選
手ともまた違う体格で、力の出し方も異なって
いました。絶対取ろうと思っていた片足タック
ルが決まったのでよかったです。

市長　ポイント５対４で逃げ切って優勝されまし
た。栄和人監督からのいろいろなアドバイスも
あったと思いますし、吉田沙保里選手からも助
言があったのではないですか。

奥野　吉田選手からは当日の朝にメッセージをい
ただきましたし、会場についてからも「頑張れ
よ。絶対優勝しろよ」という応援をいただきま

した。監督からは、準決勝が終わった時に「ど
んどん動きが良くなってきているよ。このまま
行けるぞ」と、とても心強いアドバイスをいた
だき、決勝に力を持っていくことができました。

市長　見事に世界女王になられました。まだ18歳
ですから、これからシニアの大会でますます活
躍されるだろうと期待しています。奥野選手が
ここまで強くなったのは、一志ジュニアレスリ

ング教室でずっと鍛え上
げられてきた技能と精神
力があるからだと思いま
す。レスリングをこの教

室で始めたのは何歳の時からですか。
奥野　２歳半から始めました。
市長　まだよく分からない頃ですよね。
奥野　覚えていませんね。
市長　故吉田栄勝先生からの指導や言葉で特に印
象に残っているものはありますか。

奥野　吉田先生は本当に厳しくて、練習でも私生
活でも妥協を許さない方でした。練習では常に
攻めるスタイルで、守りはいつか通用しなく
なってしまうので、絶対に最後まで攻め続ける
というスタイルを叩き込まれました。私生活で
は整理整頓をはじめ、靴のかかとを踏んではい
けないなど生活態度についても厳しく教えられ
ました。

強い気持ちで決勝進出！
狙い通りの片足タックル

津市スポーツ栄誉賞受賞 　奥野 春菜さん
平成11年３月18日、津市生まれ。栗葉小学校、久居西中学校、
久居高校を経て至学館大学在学中。2017シニア世界レスリング
選手権大会女子55kg級に出場し優勝。吉田沙保里選手らを輩出
した一志ジュニアレスリング教室出身。

新春市長対談　津市スポーツ栄誉賞受賞 奥野春菜さん 
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市長　教室で吉田沙保里選手とも一緒になる機会
が多かったと思いますが、改めてどんな存在で
したか。

奥野　吉田選手は練習中すごく元気で明るくて、
一志ジュニアレスリング教室の練習はきつくて
辛く感じることも多かったのですが、そんなと
きこそ声を出して率先して盛り
上げていく先輩でした。

市長　後輩からすると吉田さんが
作っていく雰囲気にだんだん自
分も気持ちが乗ってくるような
感じでしたか。

奥野　やはり暗い雰囲気と明るい
雰囲気とでは、練習していても
技を覚えるスピードなどが全然
違います。

市長　その後は久居高校に進学さ
れました。高校時代はどういう
練習をされていましたか。

奥野　高校時代は少人数の選手し
かいませんでした。経験者は私
だけだったので、人に教えるこ
ともたくさんありました。自分
は基礎ばかりを繰り返し練習し
ていました。

市長　女子レスリング選手がたく
さん集まる至学館大学へと進ま
れてからの練習はどうですか。

奥野　高校生の時には朝練習がな
かったのですが、大学生になっ
てからは朝６時45分から１時
間くらい、走り込みと筋トレを
してから授業です。夕方からは

マット練習が約３時間あり、一日みっちりレス
リング漬けという感じで、最初は一日が過ぎる
のが本当に早かったです。

市長　練習の中身は自分のイメージしていたもの
と違いましたか。

奥野　予想はしていたのですが、それ以上にきつ
くて、最初の１週間は記憶がないくらい疲れて
いました。

市長　１年生から４年生まで、そしてＯＧも来ら
れますから、それぞれ練習メニューが違うので
しょうか。

奥野　実は皆、同じメニューです。
市長　全員同じなのですか。なるほど。至学館レ
スリング部のいいところは、どんなところです
か。

奥野　練習中に絶対に妥協しない、簡単に諦めな
いところだと思います。きつい全体練習が終
わってからもたくさんの人が夜遅くまで自主練
習をして、皆で切磋琢磨しています。

市長　そういう強い気持ちが次の若い選手に伝
わっていくのでしょうね。一志ジュニアから大
　

11月３日、サオリーナで行われた第５回吉田沙保里杯の開会式にて吉田沙保里さん(左)と撮影

新春市長対談 
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　学へと進んでこられた奥野さんに、このサオ
リーナで開催された吉田沙保里杯津市少年少女
レスリング選手権大会では指導者としてマット
に立っていただきました。子どもたちを教えて
みてどんな感じでしたか。

奥野　教えるのは本当に難しいと感じます。細か
い部分を伝えるのが特に難しくて、伝えている
つもりでも伝わらないもどかしさ。自分が教え
てもらっているときは、コーチはつらい練習を
しないから楽だなと思っていましたが、コーチ
はコーチで大変なんだと感じました。

市長　どうやって伝えるのか、何を伝えるのかが
大事ですよね。どんなことを子どもたちに伝え
たいですか。

奥野　私はタックルが得意なのですが、タックル
に入ってつぶれてしまう子には送り足が遅い子
が多いので、足を速く進ませることを特に伝え
たいです。

奥野　このサオリーナでは、今年の夏にインター
ハイ(全国高等学校総合体育大会)が開かれま
す。奥野選手はインターハイ３連覇なんですよ
ね。今後も大学のインカ
レ(全日本学生レスリング
選手権大会)などにも出場
なさるのでしょうが、同
世代と戦うことは気持ちの上では少し違います
か。

奥野　やはり同世代には絶対に負けられないとい
う気持ちがあるので、シニアの世界選手権に出
るよりもプレッシャーはあります。

市長　これまでそのプレッシャーを乗り越えてこ
られたわけですが、さらに今年の４月にジュニ
アクイーンズカップ(女子レスリングの全日本
大会)が、このサオリーナで開かれます。例年

東京の駒沢体育館で開催されていましたが、初
めて津市で開催されることになります。奥野選
手は出場していただけますか。

奥野　はい、出場します。
市長　ジュニアクイーンズカップに向け、どんな
思いでこの故郷津市のマットに立たれるので

しょうか。
奥野　ジュニアクイーンズカッ
プは、カデットとジュニア
(17～20歳)の世界選手権代

表の選考会になっています。私は去年２位に終
わってしまったので、今度こそ絶対に優勝し
て、代表として世界選手権に出られるように頑
張ります。

市長　今度は地元津市のマットの上で躍動する奥
野選手が見られることを楽しみにしています。
最後に2018年の目標や夢、そして2020年の東
京オリンピックに向けた思いなどお聞かせいた
だけますか。

奥野　今年は選考会でもしっかり勝ってもう一度
世界選手権の代表になって、世界選手権で２連
覇したいです。それが東京オリンピックにもつ
ながってくると思います。

市長　奥野選手は、「勝つためにやるべきことは
全部やってきた。後はそれを出し切るだけだ」
という強い気持ちを持っていらっしゃると伺っ
ております。奥野春菜選手の今年の活躍、そし
て東京オリンピックに向けての夢が実現するよ
う、津市民みんなで応援していきたいと思いま
すので、ぜひ頑張ってください。

奥野　ありがとうございます。

故郷津市のマットに凱旋
同世代には負けられない

津市スポーツ栄誉賞受賞 奥野春菜さん ＆ 津市長 前葉泰幸
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産業・スポーツセンター推進室　　229-3375　　229-3247

SAORINASAORINA

個人利用個人利用

弓道場

個人利用に関する問い合わせ
津市スポーツ・メッセネットワーク
Ｔ223-4655　
Ｆ223-4656

昨年10月１日のオープン以来、多くの大会やイベントを開催！昨年10月１日のオープン以来、多くの大会やイベントを開催！昨年10月１日のオープン以来、多くの大会やイベントを開催！

サオリーナオープニングイベント
10 1    7,684人来場!7,684人来場! サオリフェス(祭)’17

10 14    4,048人来場!4,048人来場!

平成二十九年秋巡業
大相撲津場所

10 18    5,500人来場!5,500人来場!

Ｂリーグ(バスケットボール)
10 25   1,611人来場!1,611人来場!

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

11 3・4    2,600人来場!2,600人来場!

ふれあいスポーツデーin津
11 19    4,500人来場!4,500人来場!

延べ33,931人!(オープン～11月末)

延べ33,931人!(オープン～11月末)

～トレーニングルーム・プール・スタジオプログラムなども大盛況～

トレーニングルーム フリーウェイトルーム 屋内プール フィットネススタジオ

利用料金や
プログラムの詳細は
ホームページで
チェックしてね。
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プロスポーツや全国規模の大会・イベントが続 と々決定！プロスポーツや全国規模の大会・イベントが続 と々決定！プロスポーツや全国規模の大会・イベントが続 と々決定！

レギュラーラウンド上位６チームが対戦
Ｖリーグ プレミアリーグ女子（バレーボール）

ディズニー・オン・アイス津公演

他にも全国規模の大会がめじろ押し！

第42回ＪＨＬ
日本ハンドボールリーグ三重大会

三重バイオレットアイリス
　　ＶＳ 広島メイプルレッズ
16:15～ オムロン ＶＳ Ｐ.Ｉ・アランマーレ

1 27土 14:00~ 2 17土 11:00~ 2 18 13:00~
入場料

チケット販売予定
　先行販売３月(予定)
　一般販売４月中旬
問い合わせ　ディズ
ニー・オン・アイ
ス中京テレビ事務
局Ｔ052 － 5 7 1 －
7800　※平日10時～17時

チケット
絶賛販売中

チケット
絶賛販売中

Ⓒインターハイ

マスコットキャラクター
ウイニンくん

Disney Pixar characters ©Disney/Pixar 

※津市開催期間

①
⑤

⑦

①

⑧ ⑥ ⑧ ⑧ ⑧

⑧ ⑧
⑦

⑥

⑥ ⑥

⑥

⑤ ④

③

②

③

座席表

前売り 当　日券　種
①１階アリーナ指定席ベンチ側
②１階アリーナ指定席主審側
③１階アリーナ指定席エンド側
④スライド１階指定席センター
⑤スライド１階指定席サイド

⑥２階スタンド自由席

⑦１階指定車椅子席（付き添い１人無料）
⑧２階指定車椅子席（付き添い１人無料）

8,000
7,000
6,000
5,000
4,500
3,500
1,000
4,000
3,000

（単位：円）

8,500
7,500
6,500
5,500
5,000
4,000
1,500
4,000
3,000

一般
高校生以下

●
●

●

●

●

津市開催競技(５競技)および会場
　バレーボール（女子）…サオリーナ、芸濃中学校　
　ハンドボール…サオリーナ、安濃中央総合公園内体育館、
　　　　　　　  津高校
　柔道…サオリーナ
　レスリング…メッセウイング・みえ
　なぎなた…久居体育館

入場料(全席自由)　大人…2,000円(前売り
1,500円)　中高生…1,200円(前売り
1,000円)　小学生以下…無料
チケット取り扱い所　ローソンチケット(Ｌ
コード：43373)、チケットぴあＴ0570－
02－9999(Ｐコード：684－836)、サオ
リーナ管理事務所Ｔ223－4655
問い合わせ　三重花菖蒲スポーツクラブ  　
　059－372－2244

チケット取り扱い所　チケットぴあＴ0570－02－9999
(Ｐコード：837－647)、Ｖリーグ公式チケット販売
サイト
問い合わせ　三重県バレーボール協会担当Ｔ090－3448－
7776　※試合の組み合わせはＶリーグ公式ホーム
ページで確認してください

日

平成30年度全国高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　   (インターハイ)

8 127 27   ~ 日 9 99 7   ~ 日

津市で初開催

金

Disney characters and artwork ©Disney

金

と　き 大会名 入場料
３月25日㈰
４月１日㈰・２日㈪
７月13日㈮～16日（月・祝）

第27回全国小学生春のドッジボール大会
平成30年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
第37回全日本クラブ卓球選手権大会

無　料
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TSU CITY

POLICY

WOW!

TOP 10 NEWS

2017

　平成９年７月30日の友好都市提携締結か
ら20周年を迎え、未来に向けた強い絆を再
確認

　10月１日、サオリーナ、メッセウイング・みえ、三重武道館から
なる新たなスポーツ＆コンベンション施設が誕生

津市産業・スポーツセンター
オープン

義務教育学校
「みさとの丘学園」開校

津市・上富良野町
友好都市提携20周年

津市産業・スポーツセンター津市産業・スポーツセンター

　４月６日、美里地域の中学校と３つの小学校を再編し、９年間の小
中一貫教育を行う県内初の義務教育学校「みさとの丘学園」が開校

向山上富良野町長と津市長

みさとの丘学園みさとの丘学園

　

如来堂(左)・御影堂(右)

　11月28日、真宗高田派本山専修寺の「御影堂」と「如来堂」
が国宝に指定。建造物としては、三重県初

真宗高田派本山専修寺
国宝に指定

市
政
の

10
大
ニ
ュ
ー
ス

平
成
29
年

津市長が選ぶ！
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津市出身のスポーツ選手
世界で大活躍

中学校普通教室への
エアコン整備完了

　中学校普通教室へ
のエアコン整備が完
了し、子どもたちの学
びの環境が充実(南
郊中学校・久居中学
校は大規模改造工事
にあわせ、平成32年
度までに整備予定)

津市高齢者外出支援事業
スタート

　９月25日、交通系ＩＣカード「シルバーエミカ」
交付開始。乗車ポイントの付与(年間2,000ポイント
上限)と津市コミュニティバスの運賃無料化により、
高齢者の健康づくりや生きがいづくりを支援

世界パラ陸上競技
選手権大会で銀メ
ダルを獲得(女子
走り幅跳びＴ42)

前川楓選手前川楓選手
シニア世界レスリ
ング選手権大会で
優勝(女子55㎏級)

奥野春菜選手奥野春菜選手

スポーツクライミ
ングの世界ユース
選手権で３位(男
子ボルダリング)

田嶋瑞貴選手田嶋瑞貴選手
体操のワールドチャ
レンジカップで優勝
(男子あん馬)

杉野正尭選手杉野正尭選手
世界ジュニア＆カ
デット・アンダー21
空手道選手権大会
で優勝(男子個人形)

舟田葵選手舟田葵選手

スポーツクライミ
ングの世界ユース
選手権で準優勝
(女子リード)

田嶋あいか選手田嶋あいか選手

　７月１日、久居本町に津市在宅療養支援センターを
開設。津地区医師会および久居一志地区医師会の協力
のもと、地域包括ケアシステムの構築に向けて前進

津市在宅療養支援センター　
開設

津市在宅療養支援センター
医療と介護のスムーズな連携を支援

住み慣れた地域で安心して生活

シルバーエミカ

津市コミュニティバス

津市ビジネスサポートセンター
業務開始

　４月３日、あのつ台に津市ビジネスサポートセン
ターを創設。企業誘致の促進、企業間のビジネスマッ
チングや創業などの支援を強化

経営支援課・企業誘致課

展示スペース

交流スペース

相談ルーム
(セミクローズド)

セミナールーム

相談ルーム(クローズド)

津市土地開発公社

津市応急クリニック、津市家庭
医療クリニック オープン

　４月１日、お城西
公園西隣に津市応急
クリニックを開設。
初期救急医療体制を
さらに充実

　４月３日、美杉町
奥津に津市家庭医療
クリニックを開設。
地域医療の拠点とし
て機能

津市家庭医療クリニック

津市応急クリニック
津市応急クリニック

新しく設置されたエアコン(朝陽中学校)新しく設置されたエアコン(朝陽中学校)
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　津市にＵターンして６年
目で、今、マンドリンアン
サンブルの一員として演奏
活動をしていますが、これ
からも音楽を通じて輪を広
げていきたいと思います。

岩田 直行さん
戸木町

飛岡 愛心さん
一志町波瀬

池田 規行さん
芸濃町萩野

新谷 麻衣さん
安濃町光明寺

　学童で働いています。人
のことを思いやり、下級生
を大切にすることができる
子どもたちとともに、日々
成長していきたいと思いま
す。

　 本 亜由美さん
白山町川口

　 岡 太陽さん
河芸町杜の街

福島 公子さん
香良洲町

木下 英也さん
美里町穴倉

つ じ お か た い よ う と び お か あ こ

ふ く し ま き み こ い け だ の り ゆ き

き の し た ひ で や し ん た に ま い

阪本 光正さん
城山 

 私の勤め先では備蓄用缶
詰めパンを販売していま
す。災害にも安心して備え
てもらえるよう、おいしい
パンを一人でも多くの人に
届けたいです。

　“笑う門には福きたる”
　今年も｢よく食べ、よく
寝て、よく笑い｣いつも元
気なおばあちゃん！頑張り
ます。

大谷 早苗さん
美杉町下多気

　ハードルで全国大会に出
場することです。そして、
受験の年でもある中学３年
生になるので、文武両道を
目指し全力で頑張ります！

　昨年は病院に通うことが
多く、身内や周囲に、大変
迷惑を掛けてしまいまし
た。今年は、心身共に健康
に過ごせるよう適度な運動
を心掛けていきたいです。

　Jaz z奏者、言語聴覚
士、母親という自分だから
こそ貢献できる町づくり。
バリアフリーコンサートや
支援活動を仲間と実現しま
す！

　今年は公務員になるため
に勉強を一生懸命し、バ
レーボール部では自分のポ
ジションを全うしてチーム
の勝利に貢献していきたい
です。

　今年はパソコンに挑戦
します。実は一度教室に
通い覚えたはずでした
が、使わずにいたため忘
れてしまい…。再度チャ
レンジです。

　地域を元気に！
　10年ぶりに復活させた
盆踊り。地域の皆さんのお
かげで成功しました。地域
が元気いっぱいになるよう
に続けていきたいです。

さ か も と み つ ま さ お お た に さ な え

つ じ も と あ ゆ み い わ た な お ゆ き
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　新春を迎え、皆さんの「今年挑戦したいこと」「今年達成したいこと」
「今年頑張りたいこと」をお聞きしました。

杉野 正尭さん
安濃町浄土寺

脇葉 由美子さん
芸濃町小野平

木村 史織さん
戸木町

尾　  保さん
美杉町八知

川口 裕子さん
美里町足坂

松島 大和さん
香良洲町

増田 彩乃さん
河芸町上野

園 佳士さん
白山町南家城

中西 嶺弥さん
一志町井関

　今年こそ体操の世界選手
権に出場します！去年、候
補止まりになってしまった
悔しさをバネに、今年は世
界選手権に出場し、金メダ
ルを持って帰ってきます。

　縁もゆかりもないこの地
に来て十数年。いろいろな
活動に参加してできた地域
の人とのつながりを大切に
して、それを子どもたちに
もつなげていきたいです。

　４月から社会人になりま
す。今までの学生気分を切り
替え、仕事にしっかり励んで
いきたいです。そして、いち早
く社会人として慣れていきた
いです。

 昨年入院したのがきっか
けで、看護師になるという
将来の夢ができました。実
現のため勉強と部活、中学
生から始めたジュニアリー
ダー活動も頑張ります。

　八知活性化会長２年目、
地域の皆さんの理解・協力
と会員の力を借りて、各行
事を昨年よりなお一層、参
加者の人々に喜んでいただ
けるよう頑張ります。

　地域の憩いの場となって
いる｢まめカフェ｣では、笑
顔がいっぱい。そのぬくも
りが私の元気の源です。戌
年も“ワン”ダフルな交流を
作っていきます。

　児童会会長として、みんな
が仲良くできる集会を計画し
実行したいです。習っている
空手では全国大会優勝を目
標に頑張ります。

　今年は、結婚して新たな
スタートになる年。大変な
こともあると思うけど、毎
日楽しく過ごしたいです。
また、大好きなバレーボー
ルも続けて頑張ります。

　白山町に引っ越し丸10
年。地域の温かい人柄に助
けられ、楽しく頑張ってい
ます。今年は恩返しの年。
地域のため、私にできるこ
とをしっかりやります！

　教育学部の実習で小学生
に算数を教えています。問
題が解けたときの児童のう
れしそうな顔がもっと見ら
れるよう、分かりやすい教
え方を学びたいです。

ま す だ あ や の

き む ら し お り そ の よ し ひ と

お ざ き たもつ

わ き ば ゆ み こ ま つ し ま や ま と

す ぎ の た か あ き か わ ぐ ち ひ ろ こ

な か に し れ い や

松本 理沙さん
西阿漕町岩田

ま つ も と り さ

いぬ



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　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)
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お知らせ

イベント

募　　集

津なぎさまち発 セントレア着 セントレア発 津なぎさまち着
６：00
８：00
10：00
12：00
15：00
17：00
19：00
21：00

６：45
８：45
10：45
12：45
15：45
17：45
19：45
21：45

７：00
９：00
11：00
13：00
16：00
18：00
20：00
22：00

７：45
９：45
11：45
13：45
16：45
18：45
20：45
22：45

中部国際空港（セントレア）発
津なぎさまち行き

津なぎさまち発
中部国際空港（セントレア）行き

津エアポートライン(高速船)
定期整備期間中の運航ダイヤ
　１月15日(月)～２月23日(金)
は、高速船の定期整備のため１
日８往復になります。ご利用の
際は運航ダイヤに注意してくだ
さい。詳しくは、津エアポートラ
インまたは津なぎさまちのホー
ムページをご覧ください。

　津エアポートライン(　213－
6582)

三重県警察年頭視閲式
　１月16日(火)10時30分～11
時30分　※荒天中止　　メッセ
ウイング・みえ南側駐車場　　警
察本部長による部隊視閲、警察
官や警察車両による分列行進、
パトカーや白バイの展示など
　同警察本部警務課(　222－0110)

津市民文化祭参加事業  文化講演会
三重大学シリーズ～？「発見塾」～
　１月20日(土)13時30分～15時
　一志農村環境改善センター多
目的ホール　　弓場徹さん(三重
大学教育学部教授)による講演
「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～」
　津文化協会担当(　090－1236－
1144)

生誕220年記念 齋藤拙堂展
　江戸時代末期に津藩藩校有造
館の第３代督学として全国的に
活躍した漢学者齋藤拙堂の生誕
220年を記念して展覧会を開催
しています。
　２月４日(日)までの10時～17
時(入館は16時30分まで)　※月
曜日(祝日の場合は開館、翌日休
館)、12月29日(金)～１月３日
(水)は休館　　石水博物館(垂水)
　一般500円、高校生・大学生
300円　※中学生以下は無料
　同博物館(　227－5677)

第16回フリーマーケットin体育館
　１月27日(土)10時～15時　　
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿体
育館　　フリーマーケット、模
擬店、ワンコイン
体験ブース、スポー
ツ教室発表会
　同体育館(　059－
372－8850)

東海三県一市グリーン購入キャ
ンペーン
　地球に優しい
買い物をしませ
んか。キャンペー
ン期間中、エコ
マークなどが付
いた「環境ラベル商品」「地元・旬の
もの」「詰め替え商品」｢ＬＥＤ照
明｣などを購入し、同キャンペー
ンホームページから、または県
内協力店舗にある専用はがきで
応募すると、抽選で255人にす
てきな商品が当たります。詳し
くは同キャンペーンホームペー
ジをご覧ください。
　１月12日(金)～２月11日(日)
　同キャンペーン実行委員会(県
地球温暖化対策課内、　224－
2366)

津市民スポーツ健康教室
ストレッチ＆スローエアロビクス
　２月７日・14日・21日・28日い
ずれも水曜日10時～11時15分
(全４回)　　海浜公園内会議室 
　市内に在住・在勤・在学の人
　　15人　 　2,000円 
　１月９日(火)～19日(金)に所
定の申込用紙に必要事項を記入
し、参加費を添えて直接海浜公
園事務所へ 
　津市スポーツ協会事務局(　
273－5522)

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

サッカー ２月３日㈯９：00～16：00 小学５・６年生の経験者海浜公園内陸上競技場 120人

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民体育大会

１月４日㈭～15日㈪

１月４日㈭～19日㈮

フェンシング １月20日㈯ 小学生以上サオリーナサブアリーナ 50人

もり



　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　
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健　　康

県営住宅の所在地 指定管理者

【北勢ブロック】
桑名市、川越町、四日
市市、鈴鹿市、亀山市

内　容 テーマ・講師

講演

パネル
ディス
カッショ
ン

基調
講演

対談

鈴鹿亀山不動産事
業協同組合（〒510－
0253　鈴鹿市寺家町
1085－1、Ｔ059－373－
6802）

【中勢伊賀ブロック】
津市、伊賀市、名張市

伊賀南部不動産事
業協同組合（〒514－
0008　津市上浜町一
丁目5－1　エトアール
津102、Ｔ221－6171）

【南勢・東紀州ブロック】
松阪市、伊勢市、鳥羽
市、尾鷲市、熊野市、
御浜町

三重県南勢地区管
理事業共同体（〒
514－0008　津市上浜
町一丁目5－1　エト
アール津102、Ｔ222
－6400）

内容 テーマ・講師

「在宅医療と在宅看取りのすす
め～1700名以上の在宅看取りの
経験から～」
石賀丈士さん（いしが在宅ケアク
リニック院長）
「津市での在宅緩和ケア、５年
の経験」
山際健太郎さん（津在宅ケア診
療所院長）
伊藤朋子さん（訪問看護ステーショ
ン福寿草管理者）
「がんの在宅医療について」
座長 坂口美和さん（三重大学大
学院医学系研究科看護学専攻准
教授）

「三重県の災害対策について」
鈴木英敬さん（三重県知事）

「大規模災害時に薬剤師はどのように
活動すべきか」
シンポジスト 熊本県薬剤師会常務理
事 他

無料相談

津市青少年野外活動センター
平成30年度分の宿泊受け付け
　１月15日(月)９時30分～　※８
時30分～９時15分に整理券を配
布　　同センター(神戸)　　整
理券の順に抽選して受け付け順
を決定(ただし宿泊日数などを考
慮)、以降は先着順　※４月分の
日帰り利用は１月20日(土)から、
５月以降は３カ月前から受け付
け　　青少年
団体
　同センター
(　228－4025)

県営住宅１月定期募集
　１月５日(金)～31日(水)に三
重県各建設事務所または県営住
宅指定管理者にある申込用紙に
必要事項を記入し、郵送で各指
定管理者へ　※消印有効

※詳しくは各指定管理者へお問
い合わせいただくか、三重県
ホームページをご覧ください。

平成30年度
松阪高校通信制課程入学試験
　３月12日(月)　　同校(松阪
市)　 　面接、作文
　２月23日(金)～27日(火)９時
～16時(27日は12時まで)に同
校通信制課程入試窓口へ　※受
験する人は２月４日(日)14時～
15時30分に同校で行う説明会
への参加が必要です。１月28日
(日)までに電話(　0598－30－
5300)でお申し込みください。

水泳場ウインターパスポート
　１月９日(火)～２月28日(水)
に、三重交通Gスポーツの杜鈴
鹿の水泳場を何度でも使用でき
るパスポートを販売します。
　一般4,500円、高校生以下
2,000円　
　１月９日(火)～20日(土)に直
接同水泳場へ
　同水泳場(　059－372－2250)

転倒予防教室
　１月25日(木)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市民
オープンステージ　　講話｢緊急
時の転倒リスクを抑えるために｣、
転倒予防体操　※要約筆記あり
　市内に在住の65歳以上　　80人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)へ

第11回市民公開講座｢知ってほ
しい がんの在宅医療について｣
　３月３日(土)13時30分～15
時30分　　県文化会館中ホール
(県総合文化センター内)

　950人
　はがき、またはファクス、Ｅメー
ルで郵便番号、住所、氏名、電話
番号、希望人数を三重大学医学部
附属病院がんセンター(〒514－
8507 江戸橋二丁目174、　231－
5348、　gan-center@mo.
medic.mie-u.ac.jp)へ
　同がんセンター(　231－5055)
※平日９時～17時

第237回住民健康講座
　１月11日(木)14時～15時　　
久居ふるさと文学館　　界外啓
行さん(津メンタルクリニック院
長)による講演｢それって認知
症？～簡単な見分け方と受ける
べき検査について～｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

平成29年度
三重県薬剤師会県民講座
　基調講演や対談のほか、モバイ
ルファーマシー(災害支援用移動
薬局車両)披露式も開催します。
　２月４日(日)13時30分～17時
30分　　県薬剤師会館(島崎町)

　100人程度
　同会(　228－5995)

司法書士による相談会
　１月17日(水)13時30分～16時
30分　　市本庁舎　　相続、多重
債務、金銭問題など　　　８人
　１月９日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

全国一斉生活保護110番
～あなたの声を聞かせてくださ
い、命につながる相談会～
相談電話　　0120-052-088
　直接または電話で生活保護に
関する相談を受け付けます。
　１月28日(日)10時～16時　
　三重県司法書士会(丸之内)　
　三重県青
年司法書士
協議会(　
0596－44－
0022)

もり
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 つ！未来を担う

子どもたちのために

　平成29年度津市総合防災訓練(美里グラ
　ウンド、みさとの丘学園)…11月12日

 土砂災害を想定し、「ドローン」「水
陸両用バギー」を活用した孤立集落へ
の対応訓練を実施。昨今の多様化する
災害に備え、防災力向上を目指します。

　外国人集住都市会議 津会議2017
　(津センターパレス)…11月20日
　全国22市町で構成する外国人集住
都市会議を座長として津市で初開催。
外国人の日本語教育・雇用環境の向上
を目指す「津宣言」を採択しました。

　市町村職員中央研修所(市町村アカデミー)
　「組織マネジメント研修」(同所)…11月21日

　全国各市町村の課長級職員を対象に、
「市民の声からの政策形成」と題して
津市の実例を挙げながら、管理職に期
待される役割について講義しました。

　明けましておめでとうございます。
　昨秋オープンしたサオリーナは開業１カ月で来
場者が４万人を超えるにぎわいを見せ、明るい
ニュースで昨年を締めくくってくれました。市町
村合併に伴う最後のビッグプロジェクト「(仮称)
久居ホール」も着工の運びとなり、津市政は28万
市民のくらしの充実に向け、次なる展開を図る時
期を迎えています。
　平成30年の新春に当たり、まずは、未来を担う
子どもたちのための施策にさらに注力していくこ
とをお約束します。
　小中学校においては、学校施設と設備の整備を
迅速に進め教育環境を整えます。
　公立小中学校の校舎は、その多くが高度成長期
に建築され、一斉に老朽化が進んできています。
快適な学校生活を送れるよう大規模改修をさらに
加速させます。補助金や合併特例債の活用が必須
となるため、国への働き掛けを強めるなど費用面
においてもあらゆる対策を講じてまいります。普
通教室へのエアコンの設置については、昨年の中
学校に続き、今年は小学校への取り付けを開始し
ます。
　学校個別の懸案にも迅速に対応します。昭和50
年の開校以来、学級数が増え続けてきた西が丘小
学校においては、平成28年度に校舎増築によるプ

レハブ校舎を解消し、29年度は運動場の擁壁を改
修、30年度からは校舎の大規模改修を行います。
大里小学校では、長年、降雨後のグラウンドの水
たまり除去に大変な労力を掛けていました。この
たび運動場に筒状の排水路を整備したことで水は
けが劇的に改善し、昨年秋の運動会は明け方まで
の降雨にもかかわらず支障なく実施できたと喜ん
でいただきました。芸濃中学校では、昨年の地域
懇談会でテニスコートの人工芝の経年劣化による
はがれのご指摘があり、生徒のけが防止のため、
すぐに整備に取り掛かりました。
　教育内容の充実を図る取り組みも積極的に展開
していきます。平成32年度から小学校で実施され
る新しい学習指導要領では、中学年から外国語学
習が導入され、高学年では教科化されます。県内
初の義務教育学校として昨春開校したみさとの丘
学園においては、他校に先駆けて、英語の時間を
小学３・４年生で週１時間に、小学５・６年生で
週２時間に増やしています。津市の全小学校にお
いても、30年度から２年前倒しで英語教育を先行
実施します。
　保育と幼児教育においては、先駆的な取り組み
を進めます。この春、神戸(津みどりの森)、白
山、香良洲で津市立のこども園を初めて開園しま
す。さらに、一志は31年度、芸濃は32年度の開園
を目指し、それぞれ準備を進めています。津市立
の最初の保育園は大正13年に、最初の幼稚園は昭
和２年に開園しました。以来、90年にわたり培っ
てきた保育と幼児教育の伝統を生かし、質の高い
こども園を作り上げ経営してまいります。
　子どもたちは宝です。健やかな成長を願って、
今後も子ども施策の一層の充実を図ってまいりま
す。
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