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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。
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総合受付

0120-145-345
平日 時～ 時受付

津駅0.5分

相続・会社設立・税務顧問・税務申告・税務調査 他

夜間・土日相談可 （要予約）

詳細は

http://kokoro.ac
※主たる事務所は名古屋税理士会所属　※＜　＞内は,各所属税理士会・弁護士会・社会保険労務士会・司法書士会名です

津駅税理士事務所
＜東海＞

松阪駅税理士事務所
＜東海＞

本　部
＜名古屋＞

松阪駅1分 名古屋駅2分

西尾  　清 ＜名古屋＞
斎藤  美淳 ＜東　海＞
上田  佳孝 ＜名古屋＞

西尾  有司 ＜東　海＞
森田  清則 ＜名古屋＞
小島隆太郎  ＜名古屋＞

坂本  騎士 ＜名古屋＞
寺井  　渉 ＜東　海＞
内堀  昌樹 ＜名古屋＞士

理
税

⇒

広告

心 グル ープ一 丸 と なって サ ポート い たしま す！

心グループでは企業様をトータルサポート！

＜愛知県・岐阜県＞

＜愛知県・三重・岐阜県・東京・千葉県＞

他（株）心会計
司法書士 飛鳥井顕＜愛知県＞
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４月から中学生！片田小学校６年生が、力強い筆使いで新生活に向けたメッセージをしたためました。(12月11日)表紙
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小中学校・義務教育学校への
入学手続き
小中学校・義務教育学校への
入学手続き
桜の下を駆け抜ける！1,000人のランナー大募集
2018龍王桜マラソン＆ウォーキング大会
桜の下を駆け抜ける！1,000人のランナー大募集
2018龍王桜マラソン＆ウォーキング大会
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入学通知書を発送します

就学指定校の変更制度

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3257　　教委各教育事務所

　４月に市立小中学校・義務教育学校へ入学する児
童・生徒の保護者の皆さんに、１月19日(金)付けで入
学通知書を発送します。次のような場合は、教委学
校教育課または各教育事務所にご連絡ください。
●入学通知書が届かない
●入学通知書の記載事項に誤りがある
●就学指定校の変更許可を受けたい
●入学通知書を受け取った後、転居などで入学校が
　変更になる
　なお、国・私立の小中学校に入学する場合は、入学
通知書に合格通知書の写しを添付して同課または各
教育事務所に届け出てください。

　市立小中学校・義務教育学校に入学する場合、居
住する住所によって就学する学校(指定校)が決まっ
ています。しかし、事情により指定校の変更を希望
するときは、右表の「指定校変更を申し立てできる
事由」に該当する場合に許可します。また指定校を
変更した場合、その兄弟姉妹も同一の学校へ就学す
ることができます。これらを希望するときは申請し
てください。指定校変更の許可には申し立てできる
事由に加え、通学経路の安全が確保できることが必
要です。
　申し立てできる事由に応じて提出が必要な書類があ
りますので、詳しくはお問い合わせください。

就学指定校変更のための許可基準
指定校変更を申し立てできる事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた
学校への就学を希望するとき

転居予定で、事前に転居予定先の
学校への就学を希望するとき

住居の建て替えなどのために、一
時的な居所から就学するとき

保護者がその就労などにより、昼
間、児童を保護することができな
いため、預かり先の祖父母などの
住所地の小学校への就学を希望す
るとき

教育委員会が指定校の変更を認め
ている区域内に住所地があるとき

身体的な事由、不登校の解消など
教育上の事由、または特別な事由
があるとき

住所地から指定校までの通学距離
が２㎞を超える場合において、通
学距離が短縮できる小学校への就
学を希望するとき　※転居・転入
の児童、新１年生に適用

学年末まで

原則として転
居予定日前６
カ月以内
原則として６
カ月以内

事由が消滅す
るまで

卒業まで

事由が消滅す
るまで。また
は教育委員会
が認める期間

卒業まで（変
更後の小学校
区の中学校へ
の就学もでき
ます）
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を得て、各地で
防火訓練を行っ
ています。
　文化財は、私
たちみんなの共
有財産です。私
たちには、これ
らの貴重な文化
財を守り、かけがえのない先人の歴史を後世に伝
える役割があります。地域一体となって日頃から
文化財の保護に努めましょう。

　昭和24年１月26日、法隆寺の金堂が火災に遭
い、国宝の壁画の大半が焼失しました。その後
も、金閣寺などの貴重な文化財の焼損が相次いだ
ことから、昭和30年にこの日を文化財防火デー
と定め、全国的に文化財の防火運動を展開してい
ます。
　市内には、国宝に指定された専修寺御影堂・
如来堂(一身田町)をはじめ、谷川士清旧宅(八町三
丁目)、白山比咩神社本殿(白山町南出ほか)、八幡
神社本殿(美杉町奥津)などの貴重な文化財がたく
さんあり、毎年、地域住民の皆さんの参加・協力

しら や ま ひ め 　 は ち ま ん

ことすがにょらいどう

せ ん じ ゅ じ 　 　 み え い ど う 　

昨年の専修寺での防火訓練

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229－3257
１月26日は文化財防火デー
貴重な文化財を火災から守りましょう

小中学校・義務教育学校への入学手続き
保護者の皆さんへ
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問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255-8812　　255-0960
ひさい音楽祭

2 12 13:30~
白山総合文化センター  しらさぎホール月・休

　市内を中心に活動する音楽団体が、日頃の練習成果を発表しま
す。出演者全員で合奏・合唱する「久居フェスティバルオーケスト
ラ」では、観客の皆さんもぜひ合唱にご参加ください。
内　容　久居東中学校吹奏楽部による演奏、コーラス・リコーダー・
　大正琴・ヴァイオリン・ギター・マンドリンなどの演奏

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266-2510　　266-25223
TSU NEWS 2018 龍王桜マラソン＆ウォーキング大会 Vol.28

桜の下を駆け抜ける！1,000人のランナー大募集

9:00~
錫杖湖周辺(芸濃町河内)
4  8 日

対象・費用
　マラソン………10㎞　中学生以上
　　　　　　　　３㎞　小学３年生以上
　ウォーキング…約10㎞　小学３年生以上
　　　　　　　　約５㎞　小学生以上
定　員　先着合計1,000人程度
申し込み　スポーツ振興課、各総合支所地域振興課にある所定
の申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて直接芸濃総
合支所地域振興課窓口へ。大会要項に添付されている振込用
紙で、郵便局から申し込むこともできます。スポーツエント
リーからのインターネット申し込みもご利用ください。

※申し込み後の参加費の返金・参加種目の変更はできません。
申込期間　１月19日(金)～２月９日(金)

スポーツエントリー│

2,000円
1,500円
500円
500円

問い合わせ　商業振興労政課　　229-3169　　229-33354
TSU NEWS

　おいしい！楽しい！美しい！イベントが盛りだくさん

第８回スイーつフェスタ

内　容
●市内の和菓子、洋菓子などのスイーツ販売(新作・限定品あり)
●詰め合わせ(シュークリーム・桜餅)販売　●スイーつカフェ
●白山高校茶道部によるお茶席　●利きスイーつ　●あめ細工の実演
●スイーつスタンプラリー抽選会　
　※スタンプラリーは１月31日(水)まで開催中！応募者に送付する
はがきを持参すると、もれなくプレゼントがもらえます。
●「あなたの夢のお菓子作ります」授賞式、夢のお菓子試食会

10:00~15:30
津市センターパレスホール2  24  　25土 日

※詳しくは津市物産振興
会スイーツ部会ホーム
ページをご覧ください。

「あなたの夢のお菓子作ります」
作品募集中

優秀賞受賞作品
を市内の菓子職
人が再現して、
プレゼント！

　「こんなお菓子があったらい
いな」と思うお菓子のイラストを
描いて応募してください。
締め切り　１月25日(木)17時
　必着(12月16日号参照)
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問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344
第12回津市美術展覧会 受賞者紹介

　11月４日から12日まで、津リージョンプラザで第12回津市美術展覧会を開催しました。
上位４賞の受賞者は次のとおりです。(敬称略)

津市長賞

津市議会議長賞・津市教育長賞・岡田文化財団賞

日本画 洋画 彫刻

美術工芸 写真

書

「町」
落合 斗夢

「木立ちとあかい屋根」
駒井 直子

「我が人生」
西山 英樹

「ようこそ！トーテムポールビレッジへ」
藤田 史男

「残されしもの」
平松 宏之

「胡奎の詩」
中川 光琇

日本画 洋　画 彫　刻 美術工芸 写　真 書
津市議会議長賞
津市教育長賞
岡田文化財団賞

别所 ひろ子
堤 範子
黒江 めぐみ

橋口 千代
藤田 昌久
杉本 恵理

下村 近則
西井 明
大竹 順

倉田 美道
大西 俊治
伊藤 千鶴

加藤 定美
村田 元
吉川 彰

岩場 惠子
今高 輝舟
栄井 弘香
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272-1119
第６回ノルディックウオーキングフェスティバル 

3 11 9:30~15:00 (9:00から受け付け)
君ヶ野湖畔コース(レークサイド君ケ野集合)

　森林セラピーコースでノルディックウオーキン
グを楽しみませんか。景色を見ながら自分のペー
スで楽しめるファンコース(４km)と、自分の限
界に挑戦するトライアルコース(７km)の２コー
スをご用意しています。

日

初心者から上級者までご参加ください

定　員　先着合計100人
費　用　1,500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　２月５日(月)～３月２日(金)
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問い合わせ　市民交流課　　229-3252　　227-80708
TSU NEWS 豊が丘おおぞら会館 ３月１日　利用開始

建築工事まもなく完了
木

　新たな地域コミュニティーの場として豊が丘おおぞら会館を建築
しています。同会館は研修室を３室備え、地域の活動などにご利用
いただけます。
予約方法　津市ホームページ「公共施設利用案内・予約システム」
　から、または直接窓口、電話で市民交流課へ。なお、予約には事
　前に市民交流課窓口で団体登録が必要です。

施設内容 使用料

※研修室１・２はパーテーションで仕切られており、取り外して一つの部屋としての使用
　が可能です。その場合は研修室１・２両方の使用料が必要です。

研修室１

研修室２

研修室３

1,200円

1,200円

800円

1,200円

1,200円

800円

1,500円

1,500円

1,100円

3,100円

3,100円

2,100円

施設名

時間区分

研修室１

研修室２

研修室３

施設名 収容人数 設　備 使用用途

50人

50人

25人

椅子、机、音響設備、スクリーン、
プロジェクター、簡易ステージ

椅子、机、壁面鏡

椅子、机

研修会、サークル活動、
ダンス、卓球など

研修会、サークル活動
など

９：00～
12：30

13：00～
17：00

18：00～
21：30

９：00～
21：30

建築工事中の豊が丘おおぞら会館
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問い合わせ　片田公民館　　･　237－1513　　
親子料理教室 参加者募集

2 4 9:30~12:00
片田公民館

　春が感じられる料理を作ってみませんか。
内　容　ひな寿司、吸い物、バレンタインクッキー
対　象　市内に在住・在学の小学生と保護者(小学
生１人につき保護者１人で参加)

定　員　抽選８組16人　
費　用　2,000円(材料費1,700円を含む)

日

公民館地域力創造セミナー

持ち物　エプロン、バンダナ、手拭きタオル、布
巾２枚、筆記用具、水分補給用の飲み物

申し込み　往復はがきで講座名、住所、氏名、学校
名、学年、電話番号を片田公民館(〒514-0082
片田井戸町17-2)へ

締め切り　１月25日(木)必着
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問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229-5150
ハーバリウムを作ろう 参加者募集

　乾燥させた植物を専用液に浸してインテリアと
して楽しむ話題のハーバリウム。作り方を学んで、
癒やしの空間をコーディネートしてみませんか。
と　き　２月９日・16日・23日、３月９日・16日・
23日いずれも金曜日18時30分～20時(全６回)

ところ　中央公民館創作室
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選15人　

公民館教養セミナー

費　用　１万800円(教材費
9,000円を含む)

申し込み　往復はがきで講座
名、住所、氏名、年齢、電話番
号を中央公民館(〒514-0027
大門７-15 津センターパレ
ス２階)へ　※往復はがき１枚につき１人有効

締め切り　１月31日(水)必着



○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
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曽根橋東詰

安濃橋北詰

明合橋東詰

N

サンヒルズ安濃

安濃
分署

市安濃庁舎

安
濃
川

全面通行止め
片側交通規制
迂回路

当日は、係員の指示
に従って通行してく
ださい

草生小

至津IC

東観中

至
美
里

資産税課
　229－3132　　229－3331

固定資産（償却資産）の申告

都市政策課
　229－3181　　229－3336

津市立地適正化計画に基づく
届け出制度を開始

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

第13回津シティマラソン
大会に伴う交通規制お知らせ

　地域福祉というのは、人と
人とのつながりが非常に大事
だと考えています。地域の人
からたとえ小さなことでも相
談していただける関係をつく

れたときにやりがいを感じます。

　子どもとのつながりを深めるため、毎年「七
夕笹飾り」を開催しています。笹飾りを作るだ

けでなく、絵本の読み聞かせや手品を披露する
など、毎年子どもたちに喜んでもらえるよう趣
向を凝らしています。昨年は約130人の親子の
参加があり、大変盛り上がりました。

　悩みや困り事があり相談していただける人は
把握できますが、中には誰にも相談できず困っ
ている人がいらっしゃると思います。そういう
人に気付くことがで
きるよう、地域にお
けるネットワークを
作っていくことが重
要だと思います。

　事業を営んでいる人は、１月
１日時点で所有している事業の
用に供することができる償却資
産について、１月31日(水)まで
に申告してください。
申告方法　資産税課または同課久
居分室、各総合支所市民福祉課
へ直接持参するか、郵送で資産
税課(〒514-8611 住所不要)へ

　※eLTAX(エルタックス)でも提
出できます。また、申告用紙が
必要な場合はご連絡ください。

平成30年３月末に津市立地適
正化計画の策定を予定していま
す。この計画では、津都市計画区
域内(津地域、久居地域の一部、
河芸地域、香良洲地域)に「居住誘
導区域」と「都市機能誘導区域」

を定めます。
両誘導区域以外で以下の行為を

を行う場合、行為に着手する30
日前までに都市政策課に届け出が
必要になります。詳しくは都市政
策課へお問い合わせください。
届け出の対象となる行為　
１．居住誘導区域以外の区域
　①３戸以上の住宅の建築目的
の開発行為 ②１戸または２戸
の住宅の建築目的の開発行為
でその規模が1,000㎡以上の
もの ③３戸以上の住宅の新築 
④建築物を改築、またはその
用途を変更して３戸以上の住
宅とする行為
２．都市機能誘導区域以外の区域
　①誘導施設(行政・医療・商
業・金融施設)を有する建築物
の建築目的の開発行為 ②誘導
施設を有する建築物の新築 ③
建築物を改築、またはその用
途を変更して誘導施設を有す
る建築物とする行為
届け出の開始時期　平成30年３
月末(予定)

　安濃中央総合公園付近やマラ
ソンコース周辺では、車両通行禁
止や迂回などの交通規制を行い
ます。ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
と　き　２月25日(日)９時30分
～11時30分ごろ
交通規制案内図

※交通規制中、三重交通路線バ
ス安濃(立合)線、安濃総合庁
舎前停留所～立合停留所間は
運休となりますので、ご注意
ください。

「育生地区民生委員児童委員協議会」の紹介

vol.10

育生地区民生委員
児童委員協議会

会長  清水 明 さん

どんな活動をしているの？

民生委員・児童委員とし
てのやりがいは？

今後の地域における課題は？

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334

七夕笹飾りの様子

う か い



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
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収税課
　229－3135　　229－3331

市民税・県民税の納付

香良洲総合支所地域振興課
　292－4375　　292－4318

市民人権講座

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

津のまん中節分ウォーク
伊勢の津七福神巡り

イベント 文化振興課
　229－3250　　229－3544

津市文化振興基金助成制度

市営住宅課
　229－3190　　229－3213

市営住宅・市営美杉住宅入居者

久居分室
　255－8853　　255－5586

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

認知症サポーター養成講座
修了者のステップアップ講座

募　　集

中部国際空港へは
高速船で！
セントレアまで45分！

　中部国際空港(セントレア)へ
は、津なぎさまちから高速船を
利用すると45分で行くことがで
きます。ぜひ早くて便利な高速
船をご利用ください。

とき（２月） 内容・講師

とき（２月） ところ テーマ

４日㈰
13時30分～
15時

女性の人権
「『わたしらしく生きる』
を考える」
本江優子さん
（反差別・人権研究所み
え事務局次長）

18日㈰
13時30分～
15時

10日㈯
10時～
11時30分

24日㈯
10時～
11時30分

子どもの人権
「地域で子どもを育む
ために」
中村尚生さん
（反差別・人権研究所み
え調査・研究員）

西部市民
センター

認知症の理
解を深めよ
う

久居総合
福祉会館

認知症の人
への対応を
深めよう

津なぎさまち

　第４期の納期限は１月31日
(水)です。忘れずに最寄りの金
融機関または郵便局、コンビニ
から納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、来年度
から口座振替になります。

とき・内容など

いずれも
ところ　サンデルタ香良洲多目
的ホール

対　象　市内に在住・在勤の人

　津市の中心市街地にある名所・
旧跡や商店街を巡りませんか。
コース内の高山神社、津観音、初
馬寺で節分行事を行うほか、津新
町通り商店街では、受け付け先着
400人に「おいしいもの」をプレゼ
ント。また、名所・旧跡では安濃津ガ
イド会による説明や、津城跡では勢
州津高虎隊による戦国武将のお出
迎えもあります。申し込みは不要で
すので、お気軽にご参加ください。
と　き　２月３日(土)９時～11
時30分受け付け　※雨天決行

ところ　ＪＲ阿漕駅前集合

コース　ＪＲ阿漕駅→結城神社
(福禄寿)→淨安寺→津新町通
り商店街→正覚寺→高山神社
(寿老神)→津城跡→丸之内商
店街→大門大通り商店街→津
観音(毘沙門天)→四天王寺(大
黒天)→初馬寺(恵比須天)→
ＪＲ津駅(約10㎞)

　豊かな文化と心を育むまちづく
りを目指して、津市の文化の振興
に寄与すると認められ、広く市民を
対象とする事業に対し、文化振興
基金を活用して助成を行います。
助成対象　平成30年度(４月１
日～翌年３月31日)に津市内
で実施・完了する以下の事業
●芸術の鑑賞など文化に触れ合
う機会の提供
●文化活動の発表
●郷土・歴史の研究、文化情報
誌などの出版物の発行
●地域の文化を生かした交流・
まちづくり
●歴史・文化の保存、活用
●津市が特に文化振興に意義が
あると認める研究・活動
※審査後、４月１日以降に助成
　金の交付決定を行います。詳
　しくは応募要領を参照
助成額　交付決定日以降に事業
実施に要する対象経費(交付決
定日前の支出経費は対象外)の
３分の１以内で、上限は20万
円(希望額を満たさない場合が
あります。)
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人、または市内に主たる
活動拠点を有する団体
申し込み　文化振興課または各
総合支所地域振興課にある申
請書に必要書類を添えて提出
※申請書などは津市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

申込期間　２月１日(木)～３月
２日(金)

　認知症サポーターが、認知症
について復習するとともにさら
に学ぶことのできる講座です。

いずれも
対　象　市内に在住・在勤の同
養成講座修了者
定　員　各50人
申し込み　電話で地域包括ケア
推進室へ

申し込み　１月16日(火)から配
布する所定の申込用紙に必要書
類を添えて、直接市営住宅課ま
たは同課久居分室窓口へ提出
申込期間　１月30日(火)～２月
２日(金)８時30分～17時15分
※郵便・ファクスでの申込用紙の
配布、受け付けはできません。
※一部の住宅では随時入居者を
募集しています。詳しくはお
問い合せください。



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

２月の開催日程２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
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ポルタひさいふれあいセンター
　259－0377　　259－0388

ポルタひさいふれあいセンター
交流活動室を使いませんか三重短期大学大学総務課

　232－2341　　232－9647

平成30年４月１日採用予定
三重短期大学専任教員

募　　集

専門分野　民法
採用職　教授または准教授、講師
応募資格　大学院修士課程(博士
課程前期)修了(平成30年３月
修了見込みも含む)またはそれ
と同等以上の研究上の業績を
有するなどの条件を満たす人

定　員　１人
申込期限　１月29日(月)17時

　平成30年度に
交流活動室を会議
などで使用する団
体を募集します。
対　象　市内に在住の人で構成
し、非営利目的で市内を拠点と

して継続的に活動している団体
使用料　無料
申し込み　所定の申請書に必要
事項を記入し、直接ポルタひ
さいふれあいセンター窓口へ
申込期間　２月１日(木)～28日
(水)８時30分～21時(土・日
曜日、祝・休日は18時まで)

２月 28272625242322212019181716151413121110987654321
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

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

■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。

２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
卓球

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　※２月28日㈬まで改修工事を実施

ソフトバレー
バドミントン

１日㈭、７日㈬、14日㈬、21日㈬、27日㈫、28日㈬

８日㈭、22日㈭、28日㈬

１日㈭、７日㈬、14日㈬、19日㈪、22日㈭、27日㈫

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

６日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫

13日㈫
16日㈮

７日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬

５日㈪

５日㈪
19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16日号12ページに
掲載しました「健康づくり推進員によ
る元気づくり集会」の講師氏名に誤り
がありました。正しくは「堀口富美子さ
ん」です。おわびして訂正します。

ルーキーシリーズ第３戦
万協フィギュア博物館カップ

GⅠ東海
（常滑）

GⅠ
戸田

ツッピーバレンタインカップ

ルーキーシリーズ第３戦
万協フィギュア博物館カップツッピーバレンタインカップ

GⅠ近畿（びわこ）

芦屋

尼崎 児島

GⅠ徳山

GⅢ三国♡

住之江 桐生 桐生

多摩川 びわこ 児島 鳴門 宮島 浜名湖

桐生 下関

丸亀 住之江 蒲郡 丸亀 GⅢ蒲郡♡

蒲郡 若松

GⅠ四国地区選手権（丸亀） GⅠ九州地区選手権（若松）

住之江 丸亀

常滑 宮島 GⅠ東海地区選手権（常滑） GⅠ中国地区選手権（児島） 江戸川 多摩川 平和島 GⅠ戸田

平和島 GⅠ関東地区選手権（江戸川） GⅠ近畿地区選手権（びわこ） 尼崎 GⅡ唐津

尼崎 尼崎 戸田 戸田 福岡

唐津 唐津 芦屋 徳山 唐津 徳山 芦屋 徳山

尼崎 GⅡ唐津

休
　
館
　
日
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N

58

67

一志東
小学校

伊
勢
自
動
車
道

川合高岡

一志

伊勢八太

初瀬街道

近鉄大阪線

波瀬川

ＪＲ名松線

川合
幼稚園 川合

保育園

班光寺跡

波多神社

波多神社の礎石と班光寺跡
  ばん  こう   じ

　一志町八太にある波多神社の境内には、直径
１ｍほどの大きな礎石があります。礎石とは、
瓦ぶき建物などの土台として柱の基礎に据え、
直接地面と接することによる腐食や老朽化を防
ぐために用いられる石です。花こう岩で作られ
たこの礎石の上面には２つの穴があり、柱が乗
る部分である柱座と思われる直径60㎝ほどの円
形の盛り上がりがかすかに確認できます。
　この礎石はもともと、
波多神社から700ｍほど
南にあるＪＲ名松線伊勢
八太駅辺りに存在した班
光寺跡と呼ばれる古代寺
院のものといわれていま
す。なぜこの礎石が波多
神社に運ばれたのかは分かっていませんが、当
時の様子を今に伝える重要な遺物の一つです。
　現在、伊勢八太駅周辺に班光寺跡の面影を留
めるものは残っていませんが、かつて農作業の
際にこの周辺で多くの礎石や瓦が見つかってお
り、昭和56年発行の｢一志町史｣にはこれらの礎
石や瓦が紹介されています。また、平成元年と
平成２年に行われた寺院の範囲を確認するため
の発掘調査では、その全体像を明らかにするこ
とはできなかったものの、出土した瓦の文様な
どにより、７世紀末から８世紀前半の寺院で
あったことが確認されました。

　そのため、平成２年に行われた水田の区画整
理では、遺跡を保護する目的で、班光寺跡と推
定される範囲に盛土が施され、今も地中に遺跡
が保存されています。
　この寺院が建立された飛鳥時代から奈良時代
にかけては、大陸から伝来した仏教文化が地方
へと波及し、地域の有力者らが権力を示す象徴
を古墳から寺院へと変化させた時期です。ま
だ、竪穴住居や掘立柱建物が一般的であったこ
の頃、瓦ぶきの寺院建築は威容を誇る巨大な建
造物であったことでしょう。

波多神社にある礎石

班光寺跡から出土した瓦

  は 　た   そ　せき

発掘調査時の班光寺跡(平成元年)



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

12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・・・・・・・・・

6件（109件）
0件（28件）

1,252件（13,494件）
829件（8,769件）

1人（9人）
100人（1,049人）

市民の動き
11月分

（平成29年累計）

悲しい数字
世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

125,327世帯
（前月比89世帯増）

281,305人
（前月比24人増）

136,727人
144,578人

広報 つ！　平成30年１月16日号10

イベント

お知らせ

募　　集

暮らしに困っている皆さんへ
食料を無料で提供
　フードバンク三重では、経済
的な理由などで食べるものがな
く暮らしに困っている皆さんに、
企業や個人から寄付を受けた食
料を無料で提供する「食の支援
事業」を行っています。詳しく
はお問い合わせください。
　米、野菜など　※寄付してい
ただいた内容により異なる場合
があります。
　フードバンク三重代表(　070－
1610－1008)　※平日９時～17時

津人教ネットワーク研修会
市民とつくる人権ネットワークの集い
　２月４日(日)13時30分～16
時30分　　美里文化センター　
　崔江以子さん(川崎市ふれあい
館職員)による講演｢共に生きる
～地域からヘイトスピーチの根
絶を～｣、津市人権・同和教育研
究協議会一志支部・津支部の取
り組み報告
　同協議会事務局(　・　265－
5547)

三重県農林漁業
就業・就職フェア2018
　農林漁業に就業・就職を希望
する人と農林漁業者とのマッチ
ングを行います。津市の就農相
談窓口も設置します。
　２月３日(土)11時～15時30分
　県文化会館２階第１・第２
ギャラリー(県総合文化センター
内)
　三重県農林水産支援センター
(　0598－48－1226)

｢つぅの会｣不登校・ひきこもり
親の会
　毎月第４木曜日19時～21
時、奇数月の最終日曜日14時～
16時30分　　アスト津３階ミー
ティングルームＢ　　不登校で
悩んでいる保護者を中心とした
集まり　※誰でも参加できます
　100円
　同会担当(　090－4185－1514)

第９回豊が丘新春作品展
　１月26日(金)～28日(日)10時
～16時　　豊が丘地区自治会集
会所１階ホール(豊が丘二丁目)
　豊が丘地区にお住まいの皆さ
んによる水墨画、ちぎり絵、写
真、手芸などの作品展示
　同地区体育文化振興会(　230－
1607)

津市ファミリーバドミントン大会
　３月４日(日)８時30分～16時
　安濃中央総合公園内体育館　
　　48チーム　※１チーム３～
６人(監督と選手兼任可)　　１
チーム2,000円
　１月22日(月)～２月13日(火)
にスポーツ振興課または各総合
支所地域振興課にある所定の申
込用紙に必要事項を記入し、直
接窓口またはファクスで津市ス
ポーツ推進委員会事務局(スポー
ツ振興課内、　229－3247)へ
　同事務局(　229－3254)

津市民体育大会 フットサル
　２月17日(土)・18日(日)　　
フットボールフィールド白塚　
　高校生以上　　24チーム　
　１月22日(月)～２月２日(金)に
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)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　２月14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)

津少年鑑別所施設見学会
　２月３日(土)10時～11時30分
　津少年鑑別所(南新町)　　20人
　住所、氏名、年齢、電話番号を
津少年鑑別所(　228－3556)へ
※土・日曜日、祝日を除く９時～16時

第12回手作り甲冑教室
事前説明会
　紙や家庭用品などで甲冑を手
作りして、津まつりや地域イベ
ントに参加しませんか。
　１月28日(日)13時30分～15
時30分　　中央公民館研修室Ａ
　高校生以上
　１月24日(水)までに電話また
はファクス、Ｅメールで三重ドリー
ムクラブ(　271－9978、　255－
2257、　qzo1341004@yahoo.
co.jp)へ

かっちゅう
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健　　康

無料相談

とき（２月） ところ
６日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

19日㈪
13時～16時

19日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

とき（２月） ところ

白山市民会館１階
教養娯楽室

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

１日㈭
９時30分～
11時30分
５日㈪
９時30分～
11時30分
７日㈬
９時30分～
11時30分
15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

内容・講師時　間

１部
（13時45
分～）

講演「40～50代、今からはじ
めるリタイアメントプランニ
ング『見える化』のための
ファーストステップ」
加藤智久さん（ファイナンシャ
ル・プランナー）

２部
（15時10
分～）

講演「60歳からの暮らしとお
金 老後リスクへの対処方法
『社会福祉士の相談現場から』｣
濵北幸晴さん（ファイナンシャ
ル・プランナー、社会福祉士）

内　容とき（毎月）

面談・電話相談
(予約優先)

第１～４火曜日
13時～18時

※祝・休日、年末年始を除く

第３火曜日
10時～12時

行政書士による遺言・相続セミナー
　遺言・相続のプロである行政
書士が楽しく分かりやすくお話
しします。
　２月14日(水)13時30分～15
時　　アスト津４階研修室Ａ　
　　60人
　１月20日(土)から三重県行政
書士会(　226－3137)へ

三重ＦＰフォーラム2018in津
定年後の生活設計セミナー
　２月17日(土)　　県生涯学習
センター４階大研修室(県総合文
化センター内)

　各100人
　２月15日(木)までに日本ＦＰ
協会三重支部(　221－5177)へ

認知症予防教室
　２月９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　　クラ
フト「お雛様づくり」　　市内
に在住の65歳以上　　　30人
　１月26日(金)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

知っとく・なっとく 津の在宅医療
　２月１日(木)14時～　　県文
化会館小ホール(県総合文化セン
ター内)　　草川雅之さん(草川
医院院長)、井村正史さん(千里
クリニック院長)、丸岡隆芳さん
(丸岡医院院長)、宮﨑景さん(生
協高茶屋診療所所長)による在宅
医療に関する講演
　津地区医師会(　227－1775)

住民健康講座
　２月８日(木)14
時～15時　　久居
総合福祉会館　　
中﨑隆弘さん(井
上内科病院院長)
による講演｢津市
の慢性期医療に関する話題～未
来の地域医療構想とは～｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

第３回健康教育講演会
　２月１日(木)14時～16時　　
三重県医師会館(桜橋二丁目)　
　谷川高士さん(松阪中央総合病
院副院長)による脂質異常に関す
る講演、小畑ルミさん(永井病院
管理栄養士)による食事に関する
講演、大澤裕美さん(元気づくり
大学副学長)による健康体操など
　同医師会事務局(　228－3822)

津市一日合同相談
　２月２日(金)10時30分～12
時、13時～16時30分　※受け付
けは10時15分～16時　　津セ
ンターパレス地下１階市民オー
プンステージ　　弁護士、税理
士、司法書士、行政書士、土地
家屋調査士、社会保険労務士、
行政相談委員、消費生活相談員
などによる相談　※弁護士によ
る相談(１人30分以内、　　20
人)は予約が必要です。
　１月26日(金)８時30分から電話
で地域連携課(　229－3105)へ

司法書士による登記・成年後見
に関する相談会
　２月３日(土)９時～14時(受け
付けは13時30分まで)　　三重
県司法書士会館(丸之内養正町)
　不動産・会社の登記、成年後
見手続きなど
　同会津支部担当(　244－1080)

カウンセラーによる相談(面談・電
話相談)　専用電話229－3120

　夫婦・親子の関係、生き方の
問題など
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

２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)

ひな
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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。

　英語は「勉強」ではなく、気持ちを伝える「手段」の一つ。子どもたちが教科としての英語に抵抗を
感じてしまう前に、外国語を話すことは難しいことや特別なことじゃないよって教えてあげたい。そう
思っていた時、学校便りで英語ボランティアの募集があり応募しました。「いつかあんな風に英語を
話したいから、がんばろう！」というロールモデルになれたらうれしいです。

　何といっても音読です。文章の中には、大切な文法や単語が全て詰まっているので、覚えるくらい声に出して読んでみ
てください。その時、発音は気にしなくて大丈夫。世界中でさまざまな人が英語を話している今の時代、「正しい英語の発
音」なんてありません。さらに、相手に自分の思いを伝えたいという気持ちが、英語力を伸ばしてくれると思います。

Q3 英語が話せるようになるコツを教えて！

Q2 ボランティアを始めたきっかけは？

Q1 英語ボランティアって？

撮影：北立誠小学校

　北立誠小学校では、５人のボランティアが英語の授業のサポートや、休み時間に洋書絵本の読み聞かせなどを行って
います。授業では、ＡＬＴ(外国語指導助手)が何を話しているのかヒントを与えたり、読み書きの補助をしたりするのです
が、耳で聞いて、口に出すだけで英語を自分のものにしていく子どもたちの吸収力の高さには、いつも驚かされています。

十時  華子さん 

北立誠小学校
英語ボランティア

と と き 　 　 　 は な こ

高校時代のオーストラリア留
学で培った語学力を生かし、大
学卒業後は航空会社に就職。
グランドスタッフ、キャビンアテ
ンダントとして12年間勤務し、
現在、学校の英語ボランティア
として児童をサポートしている。



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

第53回清泉幼稚園学芸祭 

カラオケ喫茶コパの会  

Ａｕｒｏｒａピアノ教室 ピアノ発表会

みえ県民文化祭 演劇の集い ＩＮ つ
     

生活発表会

ヘルスボランティア合同研修会

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

10

11

12

17

18

24

25

27

土

日

月

土

日

土

日

火

10:00

9:20

12:30

18:30

14:00

9:15

14:00

10:00

15:00

17:00

16:30

21:00

16:30

12:30

16:00

12:00

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

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料
  (要事前申し込み）

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき12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30年１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12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30年１月16日発行～

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

前売り一般1,500円
  高校生以下1,000円
 当日   一般2,000円
  高校生以下1,500円

前売り 大人1,000円
 　　中高生   500円
当日   大人1,500円
 　　中高生   800円
 (小学生以下無料)

月

2018

2

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
清泉幼稚園
　228-5341
カラオケ喫茶コパ
　255-4830（松本）
　090-6712-1099（和田）

若者応援就活フェア ｉｎ 津

（一社）日本樹木医会 東海地区樹木医講演会

入場料など
■アストプラザ　アストホール

7

10

25

水

土

日

13:00

13:00

14:00

16:00

16:45

16:00

無　料

無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
三重県労働福祉協会
　222-3309

入場料
■サンデルタ香良洲　多目的ホール

10

25

土

日

9:30

10:00

11:30

15:00

無　料

無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
中日新聞豊津上野専売所
　245-1410（辻）
（人と絆）チャリティライブ実行委員会
　080-4372-3769（鯖戸）

日本樹木医会三重県支部
　090-8553-5615（奥田）

三重県民文化祭
演劇の集い実行委員会
　090-8672-4936（平田）

清泉愛育園
　228-6380
三重新音楽家協会中勢支部(事務局）
　090-4400-1749

市中央保健センター
　229-3164

白子高校
　059-386-0017

三重新音楽家協会中勢支部コンサート
いま 私が好きな曲　

三重県立白子高等学校普通科文化教養
（吹奏楽）コース 第11期生卒業演奏会

ひさい音楽祭

津市民文化祭 音楽部門「器楽音楽」

白山地域文化祭

入場料
■白山総合文化センター　しらさぎホール

12

18

25

月

日

日

13:30

12:30

10:00

16:25

16:20

16:00

無　料

無　料

無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
久居音楽祭実行委員会（市久居総合
支所地域振興課内）　255-8812
津リージョンプラザ
　229-3300
白山地域文化祭実行委員会
　262-1634

500円
(資料代）

入場料など
■河芸公民館　大ホール

4

18

日

日

10:00

10:00

16:00

15:30 無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
地域医療と介護のあり方を考える
ネットワーク（準備会）  
　225-8845（三重県社会保障推
進協議会）
みえ医療福祉生活協同組合
　213-8668

三重の地域医療と介護のあり方を考える交流集会

第７回東日本復興（人と絆）チャリティイベント 
ｉｎ 香良洲

みえ医療福祉生活協同組合組合員交流集会

女性向け防災セミナー



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

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

■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

■アストプラザ
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)

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

全日本写真連盟津支部
　228-8233（田中）

市教委生涯学習課
　229-3251

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

イベント情報イベント情報
●津市民文化祭　音楽部門●

無　料

無　料

１日(木)～４日(日)
10:00～18:00
(４日は17:00まで）

23日(金)～25日(日)
9:00～17:00
(25日は15:00まで）

ギャラリー

西陣美術織若冲全国巡回展 
実行委員会
　075-548-7505

西陣美術織
若冲「釈迦三尊像と動植綵絵」展 無　料

無　料

無　料

１日(木)～４日(日)
10:00～17:00
(１日は12:00から、
４日は16:00まで）

フォトフレンドTｓｕ
　237-3388（若林）第８回フォトフレンドTｓｕ写真展 

谷川ことすが 書道コンクール

14日(水)～18日(日)
9:00～17:00
(14日は12:00から、
18日は16:00まで）

ギャラリー１

ギャラリー１河芸写真サークル
　245-0415（太田）

河芸写真サークル・全日写連
本城支部 写真展

15日(木)～18日(日)
10:00～17:00
(15日は13:00から、
18日は16:00まで）

　市内で活動する太鼓演奏９団体の皆さんが一堂
に会し演奏を披露します。
と　き　１月21日（日）13時～（12時30分開場）
ところ　白山総合文化センターしらさぎホール
入場料　無料

◆太鼓演奏◆◆太鼓演奏◆
　市内で活動するギターやマンドリン、オカリ
ナ、大正琴、吹奏楽などを演奏する音楽団体の皆
さんが日頃の活動の成果を披露します。
と　き　２月18日(日)12時30分～(12時開場)
ところ　白山総合文化センターしらさぎホール
入場料　無料

◆器楽音楽◆◆器楽音楽◆

全日本写真連盟津支部 写真展

■白山総合文化センター
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

白山地域文化祭実行委員会
　262-1634無　料23日(金)～25日(日)

10:00～16:00 まちのギャラリー白山地域文化祭
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

平成30年１月16日発行
市民税課

　229-3130　　229-3331

　三重県教育文化会館
と市内24カ所の出張
会場で、申告相談会を
開催します。
　申告会場では、税務
署職員や市職員がアド
バイスしながら、会場
備え付けのパソコンで
申告書の作成をお願い
しています。

　出張会場では以下の申告は受け付けできませ
ん。三重県教育文化会館会場へお越しください。
●青色申告
●損失申告
●株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物
　取引に係る雑所得のある申告
●初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
●亡くなった人の申告
●外国籍の人の申告
●外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
●個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の
　申告
●特定支出控除の適用を受ける申告
●相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の
　申告

●駐車場が少なく混雑が予
　想されますので、公共交
　通機関をご利用ください。
●会場の混雑状況によって
　は、受け付けを早めに終
　了する場合があります。

●会場ごとに受付時間が異なります。
●各会場では当日受付番号を配布します。混雑状
　況によっては、午前中に番号を受け取っても、
　申告・相談が午後になる場合があります。
●久居地域の会場は久居総合福祉会館です。昨年
　とは会場が異なりますのでご注意ください。
●マイナンバー(個人番号)については本人確認書
　類の提示または写しの添付が必要です。

●本人確認書類(マイナンバー(個人番号)の番号確
認ができるものと身元確認および代理権の確認
ができるもの)
●印鑑(認め印)
●給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書な
ど収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
●営業、農業、不動産等の収支内訳書(事前に作成
してください)
●各種控除証明書(生命保険・地震保険の控除証明
書など)
●各種保険料納付済通知書(国民健康保険、介護
保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納
付証明書、任意継続保険料領収証など)

●寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証
など
●平成29年中の医療費領収証(必ず事前に支払っ
た医療費の合計と補てんされた金額の合計を集
計してください)または医療費控除に関する明細
書、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など
医療費控除に必要な各種証明書など
●所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座
番号が分かるもの
●昨年までにe-Tax(電子申告)を利用して申告した
人は、利用者識別番号通知書と暗証番号の分か
るもの(市民税・県民税の申告の場合は不要)
※申告内容によっては、他に書類が必要になること
があります。

三重県教育文化会館 

２月16日■～３月15日■　
本館５階(桜橋二丁目142)

出張会場(市内24カ所)
次ページカレンダーのとおり

９:00～17:00(受け付けは16：00まで)
※ただし、２月18日■・25日■は開設

９:00～12:00(受け付けは11:30まで)
13:00～16:00

午前の部
午後の部

市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告
市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

申告に必要な主なもの

〒
三重県社会福祉会館

津税務署

至鈴鹿市

至松阪市

木

日 日

金

会場によって受け付けできる申告が異なります

(土・日曜日は除く)
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

※カレンダー内に開設時間の記載があるものは、上記の時間と異なります。
※申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出
　張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は、カ
　レンダー内の各申告会場で行ってください。

申告会場の開設日時

日　　　　　　　月　　　　　　　火　　　　　　　水　　　　　　　木　　　　　　　金　　　　　　　土
1 2２月

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

３月

午前

午後

日　　　　　　　月　　　　　　　火　　　　　　　水　　　　　　　木　　　　　　　金　　　　　　　土

午前 9:00～12:00(受け付けは11:30まで) 午後 13:00～16:00
三重県教育文化会館のみ 9:00～17:00(受け付けは16:00まで)

桃園情報センター

八幡地域
住民センター
9：00～11：30

下之川地域
住民センター
9：00～11：30

伊勢地地域
住民センター
9：00～11：30

北部
市民センター

西部
市民センター

高茶屋
市民センター

多気地域
住民センター
13：30～16：00

竹原地域
住民センター
13：30～16：00

太郎生
多目的集会所
13：30～16：00

美杉
総合文化
センター

市安濃
庁舎

市安濃
庁舎

三重県教育
文化会館

三重県教育
文化会館

三重県教育
文化会館

市本庁舎８階
大会議室Ａ

※市民税・県民税
の申告のみ
受け付け

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

市芸濃
庁舎

白山
公民館

白山
公民館

一志高岡
公民館

久居総合
福祉会館 三重県

教育文
化会館

久居総合
福祉会館三重県

教育文
化会館

久居総合
福祉会館 三重県

教育文
化会館

久居総合
福祉会館

一志高岡
公民館 三重県

教育文
化会館

サン
デルタ
香良洲

市美里
庁舎

市河芸
庁舎

三重県
教育文
化会館

市芸濃
庁舎

市河芸
庁舎

栗葉
出張所 三重県

教育文
化会館

稲葉公民館

戸木公民館

榊原農民
研修所

会場の混雑状況により、
受け付けを早めに終了
する場合があります。

3

10

17

24

28272625

2322

1 2 3

10987654

11 12 13 14 15 16 17

21201918

161514131211

987654

※昨年の
久居公民館
から変更

※昨年の
久居公民館
から変更

※昨年の
久居公民館
から変更

※昨年の
久居公民館
から変更
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

　公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要
な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催しま
す。詳しくは、津税務署(　228-3131)へお問い
合わせください。

　平成30年１月１日に居住していた市区町村で申
告してください。また、確定申告をすれば市民
税・県民税の申告は不要です。
　昨年度、市民税・県民税の申告をした人などに
は１月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送
でも提出できますので、必要事項を記入し、同封
の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送して
ください。その際、所得や控除の証明となる資料
を必ず同封してください。
　ただし、申告書が届かない場合でも、申告が必
要な人は申告してください。

　インターネットに接続できるパソコンがある人は、
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
で確定申告書を自宅で簡単に作成できます。作成し
た申告書に必要な証明書などを添付して、津税務
署の窓口に直接持参または郵送するか、e-Tax(電
子申告)を利用して提出してください。

　平成28年分の「所得税及び復興特別所得税」
の確定申告書を、津市開催の申告会場にて書面
で提出した人には、申告書に代えて「確定申告
のお知らせはがき」が送付されます。
　なお、申告書などの用紙が必要な場合には、
国税庁ホームページから様式をダウンロードす
ることができます。

と　き　２月14日(水)・15日(木)
　９時30分～11時30分、13時30分～15時30分
ところ　三重県教育文化会館本館５階
対　象　住宅を取得するなどし、平成29年中に入
　居した給与所得者で、以下に該当する人
●住宅取得後６カ月以内に入居し、平成29年末ま
　で引き続き居住
●家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上
●床面積の２分の１以上が専ら自己の居住用
●平成29年分の合計所得金額が3,000万円以下
●金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を
　利用
※詳しくは津税務署(　228-3131)へお問い合わせ
　ください。

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以
下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所
得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得
税等の確定申告書を提出する必要はありませ
ん。この場合でも、所得税等が還付になる人
は、確定申告書が提出できます。確定申告書を
提出しない場合は、市民税・県民税の申告をし
てください。
　また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載され
ている控除内容に変更や追加がある場合(医療
費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・
介護保険料・後期高齢者医療保険料などを納付
書または口座振替により納付している社会保険
料)は、市民税・県民税の申告をしなければ税
額計算に算入されないので、それらの控除を受
ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
※ただし、外国の法令に基づく公的年金などを
　受け取る場合や他の人と重複して扶養してい
　る人の扶養を取り消す場合などは、確定申告
　が必要になる場合があります。

　所得税や市民税・県民税等の申告書の提出
の際には、次の２つが必要です。
●マイナンバー(12桁)の記載
●本人確認書類の提示または写しの添付
※マイナンバーについては、市民課マイナン
バー担当(　229-3198)へお問い合わせく
ださい。

とき（２月）
９：30～11：30、13：30～15：30 ところ

６日㈫
７日㈬
８日㈭・９日㈮

13日㈫・14日㈬・15日㈭

久居総合福祉会館
白山公民館
市河芸庁舎
三重県教育文化会館
本館５階

社会保障・税番号制度(マイナン
バー制度)について 「確定申告のお知らせはがき」を送付

※久居総合福祉会館・三重県教育文化会館は駐車場が少ないため、公共
　交通機関をご利用ください。

年金受給者のための
所得税等確定申告事前相談会

市民税・県民税の申告

所得税等の確定申告

住宅を取得等した人のための
所得税等確定申告事前相談会

公的年金等の収入金額が
400万円以下の人の申告
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

【セルフメディケーション税制の創設】
　健康の保持増進および疾病の予防として、人
間ドックや予防接種、健康診断、がん検診等の
一定の取り組みを行っている者が、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
るスイッチＯＴＣ医薬品を購入した場合におい
て、この制度を選択できるようになりました(従
来の医療費控除と同時に選択することはできま
せん)。
申告に必要な資料
　①一定の取り組みを行ったことを明らかにす
　る書類
　②スイッチＯＴＣ医薬品の領収書等または領
　収書等に基づき作成した明細書
※限度額等の制限がありますので、詳しくは市民
　税課(　229-3130)までお問い合わせください。

【医療費控除の申告手続きの改正点】
　従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、
「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、被保険者の氏名や療養を受けた年月、
自己負担額などの一定の記載要件を満たす医療費
通知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
については、一定の記載
要件を満たさないため利
用できません。

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料･介
護保険料･後期高齢者医療保険料の算定･軽減判定などに必要なため、平成29
年中の所得がなくても市民税･県民税の申告をすることをお勧めします。

この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するため
の目安ですので、当てはまらない場合があります。

申告は不要です

申告は不要です

申告は不要です

確認してみましょう！ 私は申告が

平成29年中に収入が
ありましたか？

ない

ない

ない

あなたは家族の人の税法上の扶養
親族（16歳未満を含む）ですか？

公的年金等の源泉
徴収票に記載され
ている控除内容に
変更や追加があり
ますか？

年末調整を受けて
おり、その内容に
変更や追加はあり
ますか？

所得税等の還付を受ける人は確定申
告が必要です。それ以外の人は市民
税・県民税の申告をしてください。

所得税等の額が増える人や還付を受
ける人は確定申告が必要です。それ
以外の人は市民税・県民税の申告を
してください。

原則、確定申告が必要です

市民税・県民税の申告をしてく
ださい

ある、または
年末調整を
受けていない

収入の内容は？

① 公的年金収入のみで、
　 その合計が400万円
　 以下
② １カ所からの給与収
　 入のみ
③ ①･②以外

次のA～Dのいずれかに該当しますか？
■１カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以
　外の所得金額の合計が20万円を超える
■２カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額
　と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が
　20万円を超える
■公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年
　金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
■上記■～■以外の人で、平成29年１年間の所得の合計が、
　所得控除額の合計を超える

A

B

C

D A C

①

②

③

医療費控除における改正点について
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７ ７時 ～ 午後午前 時です

１   28月 日　は■
津市議会議員選挙の投票日です
投票日当日の

投票時間は

平成30年１月４日以前に市内で住所が変わった人
　新しい住所地の投票所で投票してください。
平成30年１月５日以後に市内で住所が変わった人
　前住所地の投票所で投票してください。

住所が変わった人

　次の要件を満たし、津市の選挙人名
簿に登録されている人
●平成12年１月29日以前に生まれた人
●平成29年10月20日以前に転入届を
　し、引き続き市内に住み津市の選挙人
　名簿に登録されている人
※投票(当日投票または期日前投票)するまでに市
外に転出した人は投票できません。

投票できる人
　投票所入場券は、選挙人名簿に登録されている人
に、世帯ごとに封筒で郵送します。封筒には同一世帯
８人までの入場券が入っており、９人以上の世帯は
２通になります。投票に出掛けるときは、それぞれが
忘れずにお持ちください。もし届かなかったり、紛失
したりしたときは、投票所の受付係にその旨を申し出
てください。選挙人名簿と対照の上、投票できます。
　入場券に関しては、以下へお問い合わせください。
●入場券の配達に関すること
　津中央郵便局(集配営業部)　　226－0330
●入場券の内容などに関すること
　選挙管理委員会事務局　　229－3236

投票所入場券

　１月28日(日)に津市議会議員選挙が行われます。この選挙
は、私たちの代表として明るい社会、住みよいまちづくりに力を
注いでくれる代表を直接選ぶ大切な選挙です。一票の重さを自
覚して、自らの意思で、棄権することなく投票しましょう。

　津市議会議員選挙の投票用紙は白色の用紙に黒
色のインク刷りです。

投票用紙

住みよい津市に　願いを託す　この一票

　投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者
で一定の要件を満たす人は、福祉サービスに関する
制度を利用できる場合があります。詳しくは介護保険
課(Ｔ229－3149)または障がい福祉課(Ｔ229－
3157)へお問い合わせください。

利用できる福祉サービス
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　身体障害者手帳などを持っている人で、その障
がいの程度が右の表に該当する人は、郵便等によ
る不在者投票をすることができます。そのために
は、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明
書の交付申請が必要です。申請は、各総合支所地
域振興課でもすることができます。また、投票用
紙の交付を受けるには、１月24日(水)17時(必着)
までに郵便等投票証明書を添えて郵便で請求して
ください。この制度による交付手続きは全て郵便
等で行うこととされているため時間を要しますの
で、早めに済ませてください。
代理記載制度
　郵便等による不在者投票に該当する人で、身体
障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１
級と記載されている人、および戦傷病者手帳に上
肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第２
項症までと記載してある人は、あらかじめ届けら
れた人による投票用紙への代理記載ができます。

　各地区の投票所は次のとおりです。各世帯に郵送する入場券に、投票所
案内図が記載されていますので、記載された投票所へお越しください。
　投票所が変更されたところは、太字で示してあります。

郵便等による不在者投票

各投票区の投票所

身体障害者
手帳

手帳などの
種類 障がいなどの種類 障がいなどの

程度
両下肢もしくは体幹の障がい、もしく
は移動機能の障がい

１級または
２級
１級または
３級
１級から
３級まで

要介護５

特別項症から
第２項症まで
特別項症から
第３項症まで

両下肢もしくは体幹の障がい

要介護状態区分

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしく
は直腸、もしくは小腸の障がい

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしく
は直腸、小腸、もしくは肝臓の障がい

免疫もしくは肝臓の障がい

戦傷病者
手帳

投票区 投票所 所在地
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

旧津市社会福祉センター
養正小学校(体育館)
相愛保育園
敬和小学校(体育館)
敬和公民館
橋南会館
阿漕塚記念館
育生小学校(会議室)
橋南中学校(木工室)
セントヨゼフ女子学園(大会議室)
橋南公民館
津工会館
新町小学校(会議室)
西橋内中学校(被服室)
三重大学附属幼稚園
県栄町庁舎(旧県民サービスセンター)
南立誠小学校(会議室)
アストプラザ４階(研修室Ａ)
津西会館
西が丘小学校(体育館)
上浜団地集会所
北立誠小学校(体育館)
雲出幼稚園
城山会館

丸之内27－10
丸之内養正町14－1
相生町77
中河原445
寿町21－22
柳山津興1535－27
柳山津興622
下弁財町津興1350
上弁財町津興2537－4
半田1330
幸町18－22
半田142
八町三丁目3－1
東古河町7－1
観音寺町523
栄町一丁目954
桜橋二丁目39
羽所町700
一身田上津部田1355－5
長岡町800－437
上浜町四丁目49
江戸橋一丁目30
雲出本郷町1165
城山二丁目20－3

介護保険
被保険者証

投票区 投票所 所在地
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

南郊公民館
三重県工業研究所
三重県立津高等技術学校
藤水小学校(体育館)
南が丘会館
南が丘小学校(体育館)
神戸小学校(コミュニティルーム)
泉ヶ丘集会所
片田小学校(体育館)
櫛形小学校(体育館)
安東小学校(体育館)
緑の街集会所
一身田小学校(体育館)
一身田公民館
豊野会館
町屋会館
栗真保育園
白塚公民館
白塚市民センター
白塚団地第２自治会集会所
大里小学校(会議室)
高野尾転作促進技術研修所
豊が丘会館

高茶屋三丁目25－6
高茶屋五丁目5－45
高茶屋小森町1176－2
藤方1627
垂水2882－1
垂水2538－1
神戸332－1
野田21－863
片田井戸町22
分部1211－1
納所町245
河辺町3511－7
一身田大古曽355
一身田町293－3
一身田豊野1406－479
栗真町屋町714－1
栗真小川町274
白塚町5205
白塚町2111
白塚町58－15
大里窪田町1821
高野尾町5417
豊が丘二丁目1－1

■津地域

　自分で投票用紙に記入できない人は、投票所で投
票管理者に申し出てください。係員の代筆で投票が
できます。
　また、点字で投票する人は、投票所の受付係に申
し出てください。点字版の候補者一覧が必要な場合
も、受付係に申し出て下さい。

代理投票と点字投票
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投票を忘れずに！

棄権
とうひょう

投票区 投票所 所在地
48
49
50
51
52
53
54
55

中別保公民館
豊津小学校(体育館)
上野小学校(体育館)
東千里公民館
千里ヶ丘小学校(体育館)
黒田小学校(体育館)
南黒田公民館
三行地区農業構造改善センター

河芸町中別保2034－3
河芸町一色1680
河芸町上野2963
河芸町東千里759
河芸町千里ヶ丘13
河芸町北黒田109－1
河芸町南黒田442－1
河芸町三行1228－1

投票区 投票所 所在地
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

井生公会所
大井公民館
井関公会所
波瀬ふれあい会館
室の口公民館
川合文化会館
庄村集会所
高岡老人憩いの家
一志高岡公民館(ホール)
一志体育館(サブアリーナ)
小山集会所
虹が丘集会所

一志町井生2691
一志町大仰217－1
一志町井関1550
一志町波瀬2232－2
一志町波瀬6401－8
一志町八太420－4
一志町庄村244－1
一志町高野1321－1
一志町田尻605－2
一志町高野160－728
一志町小山401－1
一志町虹が丘5－7

投票区 投票所 所在地
61
62
63

美里ふるさと資料館
高宮公民館
みさと幼稚園

美里町北長野1445
美里町足坂560－2
美里町家所2054

投票区 投票所 所在地
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

久居総合福祉会館(体育室)
誠之小学校(体育館)
成美小学校(体育館)
立成小学校(体育館)
久居さくらが丘集会所
密柑山幼稚園
北部保育園
元町地区集会所
須ケ瀬構造改善センター
木造区集会所
桃園情報センター
こべき保育園
戸木小学校(体育館)
七栗産業会館
栗葉幼稚園
一色公会所
下稲葉公会所
上稲葉ふれあい会館
榊原農民研修所
下村教育集会所
寺野垣内集会所
榊原上教育集会所

久居東鷹跡町20－2
久居西鷹跡町424
久居新町737
久居野村町560
久居桜が丘町1813－5
久居北口町554－2
久居北口町859－3
久居元町2099－2
須ヶ瀬町1610－7
木造町1581
新家町1365－5
久居元町2314－17
戸木町880
庄田町517－1
森町284－1
久居一色町766－2
稲葉町200
稲葉町2764－1
榊原町5104
榊原町8161－2
榊原町4696－1
榊原町10295－1

投票区 投票所 所在地
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

竹原多目的集会所
美杉総合文化センター
太郎生多目的集会所
下太郎生中農業集落多目的集会所
伊勢地地域住民センター
八幡地域住民センター
美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」
丹生俣多目的集会所
多気地域住民センター
下之川地域住民センター

美杉町竹原2821
美杉町八知5580－2
美杉町太郎生2120
美杉町太郎生4473－3
美杉町石名原1681
美杉町奥津1288－8
美杉町川上3372
美杉町丹生俣1360－2
美杉町上多気1031
美杉町下之川6115

56
57
58
59
60

芸濃総合文化センター(ホール)
明小学校(体育館)
旧安西小学校
雲林院福祉会館(１階多目的室)
落合の郷(管理棟)

芸濃町椋本6824
芸濃町林325
芸濃町北神山310
芸濃町雲林院1019
芸濃町河内900

投票区 投票所 所在地

90
91

香良洲公民館
香海中学校(体育館)

香良洲町1876－1
香良洲町128

投票区 投票所 所在地

64
65
66
67

草生公民館(多目的ホール)
村主公民館(多目的ホール)
安濃公民館(多目的ホール)
明合公民館(研修室)

安濃町草生4249－1
安濃町連部69－1
安濃町内多3653
安濃町粟加978

投票区 投票所 所在地

104
105
106
107
108
109
110

元取公民館
家城小学校(体育館)
川口小学校(体育館)
大三農村集落多目的共同利用施設
三ヶ野集会所
倭公民館
八ツ山農村集落多目的共同利用施設

白山町城立305
白山町南家城647
白山町川口1991
白山町二本木1001－253
白山町三ヶ野2773－1
白山町中ノ村581
白山町八対野994－1

投票区 投票所 所在地

■河芸地域 ■香良洲地域

■芸濃地域

■美里地域

■安濃地域

■久居地域

■白山地域

■美杉地域

■一志地域

投票所の地図は
こちらからご覧いただけます
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第１
第２
第３
第４
第５
第６
第７
第８
第９
第10

三重大学

１月22日㈪～27日㈯
８時30分～20時
※期間中、土曜日
　も投票できます。

１月22日㈪・23日㈫
10時～17時

１月25日㈭・26日㈮
10時～20時

イオンタウン
津城山

市役所本庁舎７階
市役所河芸総合支所１階防災研修室
市役所芸濃総合支所２階防災会議室
市役所美里総合支所１階会議室
市役所安濃総合支所２階会議室１・２
市役所久居総合支所（ポルタひさい内）１階１Ａ会議室
香良洲公民館１階大会議室
市役所一志総合支所１階住民活動室
市役所白山総合支所２階203会議室
美杉総合文化センター会議室１

西丸之内23－1
河芸町浜田808
芸濃町椋本6141－1
美里町三郷48－1
安濃町東観音寺483
久居新町3006
香良洲町1876－1
一志町田尻593－2
白山町川口892
美杉町八知5580－2

栗真町屋町1577

久居小野辺町1130－7

三重大学内 総合研究棟Ⅱ
２階第２会議室　※駐車場は利用不可

イオンタウン津城山店内
２階モーリーファンタジー横

期日前投票所名

期日前投票所の地図は
こちらからご覧いただけます

ところ
と　き

期日前投票所の場所 所在地

不在者投票ができる人
●期日前投票ができる理由に該当する人で、遠隔
　地に滞在中のため投票所に行けない場合は、滞
　在している市区町村の選挙管理委員会で不在者

　投票の秘密は、憲法や公職選挙法で固く守られて
います。誰が誰に投票したかは、投票した本人以外
は分かりません。自分の判断で、投票しましょう。

　投票ができます。
●指定病院、指定老人ホーム、国立保養所などの
　施設に入院・入所中の人は、その施設で不在者
　投票ができます。

守られる投票の秘密

　開票は、１月28日(日)の21時30分から、安濃中央
総合公園内体育館で行います。
　開票状況については、第１回目の速報を23時に
開票所で行う予定です。
※津市ホームページ、津市行政情報
　番組でもご覧いただけます。

開　　票

選挙公報は１月25日の新聞折り込みで
　候補者の氏名・経歴・政見などを掲載した選挙公報
を、１月25日(木)の朝刊に新聞折り込みで配布します。
 選挙公報を折り込む新聞
　 中日新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、
　 産経新聞、日本経済新聞、伊勢新聞
　新聞を購読していないなどで選挙公報が届かな
い場合は、郵送などによりお届けしますので、選
挙管理委員会までご連絡ください。また、１月
25日(木)以降、主な公共施設や市内の各郵便局に
も置きますので、ご利用ください。
※選挙公報は津市ホームページでもご覧いただけ
　ます。

選挙公報

津市役所

当日投票所に行けない人は期日前投票または不在者投票を
　投票当日、次の理由などで投票所に行けない人
は、宣誓書に記入の上、期日前投票ができます。宣
誓書は、期日前投票所に備えてありますが、入場券
の裏面にも宣誓書が印刷してありますので、あらか
じめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちい
ただくと手続きが早く済みます。宣誓書は、津市の
ホームページからもダウンロードできます。
※当日、投票に行く場合は宣誓書の記入は不要です。
期日前投票ができる人
●職務または業務に従事、親族等の冠婚葬祭など

　の予定がある人
●レジャーや買い物などの用務または事故のため投
　票日に投票区の区域外に旅行または滞在する人
●病気、けが、妊娠、出産、老衰、身体の障がいのた
　め歩行が困難な人
●天災や悪天候により投票所に到達することが困
　難な人
※津市の選挙人名簿に登録されている人は、住んで
　いる地域に関係なく、定められた期間および時間内
　に下表の期日前投票所のどこででも投票できます。

期日前投票は簡単です
●投票所入場券が届いて
　いればお持ちください。
●印鑑は不要です。
●投票所に行けない理由
　は選ぶだけです。
●期日前投票所にも候補
　者の氏名などを掲示し
　ています。

※第１期日前投票所（市役所本庁舎）は、混雑解消を図るため場所を変更しました。

期日前投票所
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平成30年１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　先着各30人　※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　１月22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》

芸　濃

一　志

ところ
（保健センター名） とき（２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

16日（金）
10 ： 00～11 ： 30

27日（火）
10 ： 00～11 ： 30

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

28日（水）
10：00～
11：45

妊娠中の食事について
（栄養士）

久　居

14日（水）
13：30～
15：15

元気に妊娠・出産・育児の
できる身体をつくろう
（助産師）

ところ
（保健センター名）

とき
（２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　１月23日(火)から各保健センターへ

中　央
久　居
香良洲
一　志
白　山

ところ（保健センター名） とき（２月）
６日（火）13：30～15：00
27日（火）９：30～11：00
２日（金）13：30～15：00
14日（水）９：30～11：00
６日（火）９：30～11：00

精神科医師によるこころの健康相談
　不安、眠れない、閉じこもりなどこころの問題で
悩んでいる人、またはその家族に精神科医師が相談
に応じます。
と　き　２月15日(木)14時～15時30分
ところ　中央保健センター
定　員　先着４人
申し込み　１月23日(火)から同保健センターへ

中央保健センターを全面リニューアル
～バリアフリー化などにより安全な施設に～

＜改修の内容＞
１．段差を解消してバリアフリー化するとともに、全
　　面をクッションフロア貼りとしました。
２．出入り口に幼児用柵と下駄箱を設置しました。
３．プライバシーに配慮した個別の健康相談室を設置
　　しました。
４．幼児用トイレを設置しました。
５．脱衣を伴う健診室と計測室に個別エアコンを設置
　　しました。

待合ホール 健康相談室

健康相談室 幼児用トイレ

出入り口の幼児柵



健康づくりだより

折り込み紙
広報津

休日診療している市内の医療機関
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。
●電話案内　　229 －1199
●ホームページ(PC・スマートフォン用)
　http: //www.qq.pref.mie.lg.jp/
●ホームページ(携帯電話用)
　http: //www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

　予約が必要な場合や都合により休診となる場合
がありますので、必ず事前に医療機関に確認の上
で受診してください。
※この情報は津地区医師会、久居一志地区医師会、
　津歯科医師会の会員で、掲載に同意していただ
　いた医療機関のみ記載しています。

診療科目 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

診療科目 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

診療科目 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

◆日曜日・祝日に診療

◆日曜日に診療

◆祝日に診療

問い合わせ　地域医療推進室　　229 －3372　　229 －3018

健康づくり課
執務場所を移転

　健康づくり課(管理担当、保健指導担当)は、２月５日(月)から執務場
所を津リージョンプラザ１階から同２階へ移転します。なお、中央保健
センターは現在と同じ、津リージョンプラザ１階で執務を行います。

大切な命のためにがん検診を受けましょう

けい

　　　がん検診・39歳以下の健康診査の受診
　　　はお済みですか？
　がんは、日本人の２人に１人がかかる病気で
す。初期は、症状がない場合が多いので、「健康だ
から大丈夫」、「忙しい」、「面倒」と思わずに、健康
な今こそ、がん検診を受けましょう。
　今年度のがん検診・39歳以下の健康診査は３
月までですので、まだ受けていない人は早めにお

申し込みください。詳しくは、広報津11月16日号
折り込みの健康づくりだよりをご覧ください。
　　　子宮頸がん・乳がん(マンモグラフィ)検診の
　　　無料クーポン券が届いた皆さんへ
　今年度に限り、対象となるがん検診が無料で受け
られます。クーポン券は６月下旬に送付済みですの
で、早めのご利用をお勧めします。詳しくは、健康づく
り課または各保健センターへお問い合わせください。

芸濃町椋本890 －1
桜橋三丁目61 －4
新東町塔世23
高野尾町1890 －76
渋見町577 －5
一身田上津部田1504 －16
殿村445 －1
中央13 －4
広明町418 －5
高茶屋小森町356 －2

265 －2511
246 －1000
223 －0313
230 －3738
229 －6300
231 －2121
237 －2233
222 －2000
221 －3377
234 －0118

９時～11時45分
９時～11時45分、13時～14時45分
８時45分～11時30分
９時～12時
９時～12時
９時～11時30分
９時～12時
９時～11時
９時30分～12時45分
９時～12時30分

小児科

赤塚クリニック
大橋クリニック
さいとう内科
高野尾クリニック
山崎循環器内科　※第３日曜日は休診
上津台小児科クリニック
あい歯科クリニック
おおさわ歯科矯正歯科医院
川田デンタルクリニック
はやし歯科医院高茶屋診療所

歯　科

内科など

８時15分～12時、15時30分～18時30分
９時～11時30分、15時～17時30分

内科など
かわいクリニック 
ゆり形成内科整形

河芸町浜田688 －1
柳山津興3306

245 －5900
221 －0500

二神クリニック
東海眼科
佐藤歯科医院

９時～12時、16時～19時
９時～12時
９時～12時30分、14時30分～18時30分

内科、循環器内科
眼　科
歯　科

高野尾町4956 －27
羽所町399
上浜町二丁目196 －1

230 －2221
228 －8111
225 －0704



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

　津シティマラソン大会が２月25日(日)に安濃中
央総合公園付近で開催されます。会場周辺では、
車両通行禁止や迂回などの交通規制が行われます。
安濃図書館ご利用の際は、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。
※規制時間、場所などの交通規制案内図は同日発
　行の広報津６ページをご覧ください。
問い合わせ　安濃図書館(　268-5822) 

新聞縮刷版から探すには
　新聞縮刷版は、全国版の記事のみで三重版は収
録されていませんが、津図書館で朝日新聞を、久
居ふるさと文学館で中日新聞と日本経済新聞を、
安濃図書館とうぐいす図書館で中日新聞を直近の
分まで保存しています。
マイクロフィルムから探すには
　明治から現在までの新聞記事を調べるには、マ
イクロフィルムが便利です。平成29年11月末時
点で、伊勢新聞は明治11年10月から平成28年３
月まで(一部欠号有り)、朝日新聞(三重版)は大正
４年１月から平成24年12月まで(一部欠号有り)を、
保存しています。著作権の範囲内で複写できます。
新聞データベースから探すには
　中日新聞データベースを利用して、昭和62年か
ら直近までの記事を調べることができます。新聞
縮刷版と違い、三重県を含む地域版のニュースが
収録されているのが特徴です。なお、利用方法や
複写には、制約がありますので、詳しくはお問い
合わせください。
問い合わせ　津図書館(　229-3321)

●２月４日(日)･･･ドラマ「家で死ぬということ」
　(88分)
●２月18日(日)･･･アニメ「リンカーン物語・草原
　の子テングリ」(計41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30年１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 ２月
February

2018月刊

う か い

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

津図書館

久居ふるさと文学館

河芸図書館

芸濃図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

朝日新聞

○
○
○
○
○
○
○
○
○

中日新聞

○
○
○
○
○
○
○
○
○

伊勢新聞

○
○
○
○
○
○
○
○
○

毎日新聞

○
○
○
○

○
○

読売新聞

○
○
○
○

○
○
○

産経新聞

○
○
○

○
○

日本経済新聞

○
○
○
○
○
○
○
○
○

日経産業新聞

○
日刊工業新聞

○
日本農業新聞

○
農業共済新聞

○
○
○
○

○
○
○

中日スポーツ

○
○
○
○

○
○
○
○

点字毎日

○

●津シティマラソン大会に伴う交通規制●津シティマラソン大会に伴う交通規制

　津市立の図書館(美里図書館･美杉図書室を除く)
では、過去の新聞記事の閲覧や複写ができます。
　過去の記事を調べるには、新聞縮刷版やマイク
ロフィルム、中日新聞データベースを利用する方
法があります。直近の記事は最寄りの図書館で調
べることができますが、マイクロフィルムと新聞
データベースについては、津図書館２階レファレ
ンス室でのみ利用できます。詳しくはお問い合わ
せください。
専門分野の記事を探すには
　各館により異なりますが、
経済、工業、農業関係など専
門分野ならではの記事が豊富
な専門紙や外国紙もあります。
特に津図書館にはこれらが多
くそろっています。
直近の新聞から探すには
　各館によって新聞の種類や保存期間が異なりま
すので、調べたい記事がある場合は、事前に電話
で、新聞の所蔵状況を確認していただくことをお
勧めします。

●過去の新聞記事を検索できます●過去の新聞記事を検索できます

各館の主な新聞配置表(○印の新聞が閲覧できます)
新聞名

図書館名

ポルタひさい
ふれあい図書室



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

２月のおはなし会など２月のおはなし会など

8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

ひなたぼっこのおはなし会
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居）

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） 1日・15日いずれも(木)14時15分～

1日・8日・15日いずれも(木)15時～

①3日②10日③17日④24日いずれも(土)15時～

3日・17日いずれも(土)15時～

7日・21日いずれも(水)15時～

10日(土)15時～

12日(月・休)10時30分～

15日(木)10時～

24日(土)15時～

28日(水)11時～

18日(日)11時～

10日・24日いずれも(土)11時～

24日(土)14時～

1日・15日いずれも(木)11時～

10日(土)11時～

24日(土)15時～

2日(金)11時～　

3日(土)14時30分～

4日(日)11時～

7日・14日・21日・28日いずれも(水)15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

かたつむり

わらべ

かたつむり

どんぐり

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

図書館職員とボランティア

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

よみっこ

外国語指導助手

図書館職員

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）

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、紙芝居、わらべうたなど）

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)

8日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

２月 図書館カレンダー２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

4
11
18
25

水

7
14
21
28

木
1
8
15
22

金
2
9
16
23

土
3
10
17
24

月

5
12
19
26

火

6
13
20
27
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