
平成２９年６月６日

平成２９年１０月１日オープン！

サオリーナ オープニングイベント

トップアスリートによる「見る」スポーツの概要決定！



オープニングイベント 平成２９年１０月１日 開催

メインアリーナをはじめ、サブアリーナ、三重武道館、メッセウイング・
みえなど、全ての会場でさまざまなイベントを開催

日

トップアスリートによる
競技

トップアスリート
との触れ合い

市民参加型
スポーツイベント

『見る』スポーツ『する』スポーツ 『学ぶ』スポーツ

～サオリーナを感じる１日に！～

「する」スポーツ・「見る」スポーツ・「学ぶ」スポーツを基本コンセプトに開催
今回、「見る」スポーツの概要を発表

６１６人による健康体操

無料開放 スポーツ体験

吉田沙保里選手
トークショー

発表済

ラート

バトントワーリング

スポーツ一輪車



「見る」スポーツの概要

世界チャンピオン・日本代表が続々と津市へ集結！

ラート バトントワーリング スポーツ一輪車

三次元の回転が
楽しめる生涯スポーツ

グループ ⇒ ソロ
⇒ グループ

バトンの操作技術と
芸術性を組み合わせた

身体表現

合同 ⇒ ペア ⇒ ソロ

絶妙のバランス感覚で
音楽に合わせ芸術点を
競い合うスポーツ一輪車

ペア ⇒ ソロ ⇒ グループ
⇒ グループ

平成２９年１０月１日 開催日

入場無料

３演技 ３演技 ４演技



ラート

森 大輔 森 更紗

吉永 直嗣 堀場 みのり

吉行 暢子 安高 啓貴星野 崇

アクティブつくば所属 （茨城県）

日本代表
●２０１３,２０１５世界ラート選手権

大会男子個人総合優勝
●全日本ラート選手権大会５連覇中

筑波大学体操部OG所属 （茨城県）

世界大会・全日本大会メダリスト
１１人が集結！

たかはし やすひこ

高橋 靖彦

ほりぐち あや

堀口 文

日本代表
●２０１４世界ラートチームカップ優勝
●２０１６全日本ラート選手権大会

女子個人優勝

平成２９年１０月１日 開催日

檜皮 貴子
ひわ たかこ もり だいすけ もり さらさ

よしなが なおつぐ

江塚 和也
えづか かずや

やすたか ひろきほしの たかしよしゆき のぶこ

ほりば みのり



バトントワーリング

三重県バトン協会
１４０人による合同演技駒田 圭祐

世界チャンピオンの華麗な演技を堪能しよう！

平成２９年１０月１日 開催日

自由が丘バトンクラブ所属 （東京都）

●世界大会３連覇
●２０１６世界大会で史上初、
予選、準決勝、決勝の全てで
１０点満点

● 「ミスター１０」の異名を持つ

●世界大会ペアシニア部門
世界チャンピオン

水野啓子バトンスクール所属 （兵庫県）

平井 夢乃
き だ しょうへい

桑名高校
暁高校
四日市高校
四日市商業高校
高田高校
三重高校
Baton Team Grace
MATSUSAKA BATON CLUB

こまだ けいすけ

喜田 将平
ひらい ゆめの

ソ ロ ペ ア 合 同



スポーツ一輪車 平成２９年１０月１日 開催日

浜松積志ノースカイト
強豪ひしめく静岡県で毎年全国大会へ出場するクラブ

全国優勝の
実績を持つ！

●小学５・６年生で構成される
小学生以下トップチーム

●４年連続 全国大会出場

La Mer ラ・メール

●中学生から大学生で構成される
トップチーム

●７年連続 全国大会出場

ASPIRATION アスピラシオン

競技スポーツとしての一輪車の素晴らしさを感じて！
せき し



平成２９年６月６日

７月３日から定期利用の予約受付を開始

個人利用施設の利用料金決定！
サオリーナ



津市個人利用の施設概要 津市

トレーニングルーム フリーウェイトルーム 屋内プール

有酸素運動マシンや筋力
トレーニングマシンを使って、
健康づくり・シェイプアップ・

体力維持・増進！

ダンベル、バーベルなど
を用いた、より専門的な
筋力トレーニングマシン

で身体を鍛える！

スイミング・水中ウォーキング
などにより体力維持・増進！

３３２㎡
縦１２．５m×横２６．６m

８５㎡
縦６．７m×横１２．７m

８２６㎡
縦３５．６m×横２３．２m

●２５ｍ （７レーン）
●水深 １．１ｍ
●幼児プール

（11.5m×3.0m×0.6m）
●ジャグジー （2.4m×2.4m）

●ランニングマシンなど５４台
のマシンを設置予定！

●ウェイトマシンなど１５台
のマシンを設置予定！



施設利用時間・予約受付等

平成２９年７月３日（月）より津市産業・スポーツセンター窓口
またはお電話にて定期利用の予約受付を開始

開館日

９時～２２時

年末年始 （１２月２９日～１月３日） を除く全日

利用時間

●１回券
●回数券 （１２回分）
●定期利用 （１カ月・６カ月・１２カ月）

利用券
個人利用

定期利用の予約受付を開始！

受付時間 ： ８時３０分～２１時

お問い合わせ 津市スポーツ・メッセネットワーク（津市産業・スポーツセンター内）
津市北河路町１９番地１ 電話 ０５９-２２３-４６５５



利用料金① 個人利用料金

個人利用料金種別
金 額

１回券 回数券（１２回分）

①トレーニングルーム ４００円 ４，０００円

②フリーウェイトルーム ４００円 ４，０００円

③屋内プール ４００円 ４，０００円

※小・中学生は半額

２エリア以上をご利用したい人にはセット料金がお勧め

２エリア（①・②・③の内） ７００円 ７，０００円

３エリア（①＋②＋③） ９００円 ９，０００円



利用料金② 個人利用料金

個人利用料金種別
金 額

１回券 回数券（１２回分）

スタジオプログラム （３０分） ３００円 ３，０００円

スタジオプログラム （４５分） ４５０円 ４，５００円

スタジオプログラム （６０分） ６００円 ６，０００円

代表的な
スタジオ

プログラム ●リズムに合わせて
楽しく身体を動かします

●肩こりや脂肪燃焼に効果的

エアロビクス

●ゆったりとした音楽に
合わせてポーズを繰り返します

●姿勢改善やストレスを緩和

ヨ ガ

屋内プール
でも実施

個人利用料金に、高校生以上を対象とした
スタジオプログラム（エアロビクスやヨガなど）に参加できるプラン

を追加！



「何度でも利用したい」という人のために
定期利用料金を設定！

利用料金③

２エリア以上をご利用したい人にはセット料金がお勧め

定期利用料金

定期利用料金種別
金 額

対 象
１カ月 ６カ月 １２カ月

① トレーニングルーム＋
スタジオプログラム

４，８００円 ２６，４００円 ４８，０００円
高校生
以上② フリーウェイトルーム ３，６００円 １９，８００円 ３６，０００円

③ 屋内プール ４，２００円 ２３，１００円 ４２，０００円

ジュニアプール １，８００円 ９，９００円 １８，０００円 小・中学生

２エリア （①＋②） ７，５００円 ４１，２５０円 ７５，０００円

高校生
以上

２エリア （①＋③） ７，８００円 ４２，９００円 ７８，０００円

２エリア （②＋③） ６，９００円 ３７，９５０円 ６９，０００円

３エリア （①＋②＋③） ９，６００円 ５２，８００円 ９６，０００円

特典有



定期利用者 への特典 津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク

トレーニングルーム＋スタジオプログラム定期利用者への特典として

運動指導におけるミズノ社内ライセンスを保持したトレーナーが、
個別の運動メニュー作成と、定期的な測定 （体脂肪・持久力・柔軟性など） を行い

目標達成までしっかりサポート！

お客様の目標達成をしっかりとサポート！

運動不足・メタボ解消、シェイプアップ、筋力をつけたい
血圧が気になる人などにお勧め！

トレーニングルーム＋
スタジオプログラム

ミズノ独自開発 フィードバックシステム

目標設定と運動
メニューの作成

運動開始 運動メニューの見直し 運動継続 目標達成



各種測定会を開催 津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク

定期的に骨密度測定や足型測定などの
各種測定会を開催予定！

●お客様の測定結果から、ミズノトレーナーが運動のアドバイスを
させていただきます

●定期利用者以外の人も、ご参加いただけます

骨内の密度を調べることで、骨の
丈夫さが分かります

骨粗しょう症になり
やすいと言われる
女性や年配の人に
お勧めです

骨密度測定

重圧分布や重心位置、
足の正確なサイズなどが
分かります
ハイアーチや浮き指など

の症状をチェックします

足型測定



津市長が

三重県市長会会長・東海市長会会長に就任
平成２９年度全国市長会通常総会 （６月７日） から

平成３０年度通常総会までの１年間

平成２９年６月６日



三重県市長会役員

会 長 津 市 （前葉 泰幸市長）

副会長 伊勢市 （鈴木 健一市長）

監 事 鈴鹿市 （末松 則子市長）

三重県市長会

平成２９年４月２５日 三重県市長会定例市長会議で選任

津市長の役員就任状況 （平成１８年度以降）

平成２１年度 監 事

平成２２年度 副会長

平成２４年度 監 事

平成２５年度 副会長

平成２６年度 会 長

平成２９年度 会 長 （会長は、市町村合併以降２回目）

北勢ブロック
いなべ市・桑名市・
四日市市・鈴鹿市・亀山市

中勢・伊賀ブロック
津市・伊賀市・名張市・
松阪市

南勢・東紀州ブロック
伊勢市・鳥羽市・志摩市・
尾鷲市・熊野市



東海市長会

東海市長会役員

会 長 三重県津市 （前葉 泰幸市長）

副会長

静岡県藤枝市 （北村 正平市長）

愛知県豊橋市 （佐原 光一市長）

岐阜県岐阜市 （細江 茂光市長）

平成２９年５月１７日 第１２４回東海市長会通常総会で選任

津市長の東海市長会会長就任は、
平成元年度の就任以来２８年ぶり

東海地方
９６市

愛知県
３８市

三重県
１４市

岐阜県
２１市

静岡県
２３市



会長の役割

●県内１４市の意見を取りまとめ、三重県知事・県議会正副議長等に対し、
三重県市長会として県政要望の提出を行う

●年４回の三重県市長会の開催、市長間の意見交換

三重県市長会

●東海４県（静岡、愛知、岐阜、三重）の市長会の意見を取りまとめ、
全国市長会へ提案する議案・決議案の調整を行う

●年２回の東海市長会の開催、市長間の意見交換

東海市長会

●全国市長会の東海支部長に就任
※全国９地区（北海道・東北・北信越・関東・東海・近畿・中国・四国・九州）

全国市長会


