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久居農林高校の生徒が、３月に全線復旧２周年を迎えるＪＲ名松線の駅弁レシピを考案。商品化を目指して出発進行！（１月15日）表紙
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三重短期大学
法経科第２部生・科目等履修生を募集
三重短期大学
法経科第２部生・科目等履修生を募集
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問い合わせ　三重短期大学学生部　　232－2341　　232－9647

法経科第２部生・科目等履修生を募集
三重短期大学

入試要項などの請求

　三重短期大学は、夜間課程(法経科第２部)がある
県下唯一の公立短期大学です。現代社会に深く関わ
りのある法律、経済などの専門科目とともに教養科目
も幅広く開設し、勉学意欲のある人に広く学習機会を
提供する、地域に開かれた大学を目指しています。
　最近では、中高年や主婦、他の大学を卒業した
人たちの入学もあり、生涯学習の場としても活用
されています。
選抜方法(募集人員)
▶一般入試(40人程度)…小論文、面接、書類審査
▶センター試験利用入試(50人程度)…本学での個

　入試要項は、選抜方法により異なります。郵
送で請求する場合は希望する資料名を明記し、
返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、郵
便番号・住所・氏名を表書きしたもの)を同封
し、三重短期大学学生部(〒514-0112 一身田
中野157)へ請求してください。なお、三重短
期大学窓口でも配布しています。

　全ての学科(法経科第１部・第２部、生活科学
科)で科目等履修生を募集します。平成30年３月
31日までに18歳に達する人であれば、誰でも出
願できます。
　科目等履修生は、本科生と同様、学内の施設を
利用できますので、自己啓発を目指す人にとって
は、格好の学習の場になります。科目等履修生制
度の特徴は、学習する科目について所定の成績を
修めると、単位が認定されることです。学習方法
によって科目履修生と選科履修生があり、いずれ
か、または両方を選択して学習することができま
す。また、既に本学で単位認定された科目を受講
したい場合や単位認定を希望しない場合は聴講生
として受講することもできます。
　ただし、本科生を優先する科目
または実習などを伴う科目につ
いては、教員が科目等履修生の
履修を制限することがあります。

返信用封筒に貼る切手の目安額
●一般入試要項…250円
●一般入試要項と大学案内…380円
●センター試験利用入試要項…250円
●センター試験利用入試要項と大学案内…380円
●社会人入試要項…205円
●社会人入試要項と大学案内…250円

法経科第２部生

科目等履修生

別試験なし
▶社会人入試(30人程度、大学入学資格を有し、
平成30年３月31日までに22歳に達する人が対
象)…面接、書類審査
出願期間　２月26日(月)～３月２日(金)必着
出願方法　直接窓口または郵送で三重短期大学へ
※直接の場合は出願期間中の９時～17時に提出
試験日時　３月11日(日)９時～
試験会場　三重短期大学
合格発表　３月13日(火)14時に三重短期大学に掲
示し、三重短期大学ホームページでも公開

◆科目履修生
　所定の時間割の中から、学習したい学科目を自
由に選択することができます。
◆選科履修生
　学習目的に応じ、複数のコースが設けられてい
ます。コースの中から３科目以上を選択し、履修
します。科目履修生に比べると１単位あたりの受
講料が割安になります。
いずれも
選抜方法　書類審査
出願期間(前期および通年講義分)　３月６日(火)
～８日(木)９時～18時
出願方法　直接、三重短期大学窓口へ
合格発表　３月20日(火)14時に三重短期大学に掲
示し、三重短期大学ホームページでも公開
※出願書類は、三重短期大学で配布します。な
お、出願方法など詳しくは三重短期大学へお問
い合わせください。
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問い合わせ　予防課　　254－0356　　256－7755

春の火災予防運動
日頃の備えが大切

３月１日～７日は春季全国火災予防運動を実施

自動火災報知設備スプリンクラー設備

屋内消火栓設備

　３月１日(木)から７日(水)の消防記念日までの１週間は、「春季全
国火災予防運動」の実施期間です。
　一人一人が、普段の生活の中で防火に対する意識を高め、火災予
防策を行うことが、火災の被害を減らすことにつながります。対策
の一つとして、住宅火災での逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警
報器を寝室などに設置し、維持管理しましょう。

平成29年度 全国統一防火標語

火の用心 ことばを形に 習慣に

　４月１日から違反対象物の公表制度が開始されます。重大な消防法
令違反がある建物は津市ホームページで公表しますので、安全のため
の参考情報としてご利用ください。　
　劇場、映画館、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設など不
特定多数の人や自力避難が困難な人が出入りする建物のうち、設置
が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火
災報知設備が設置されていないものについて、「建物の名称」「所在地」
「違反の内容」を公表します。

　また、既存の建物を飲食店、社会福祉施設などとして新たに使用す
る場合や、既存の飲食店などを増改築する場合など、新たに自動火災
報知設備などの設置が必要になることがありますので、事前に消防本
部予防課、各消防署(所)にご相談ください。

津市　公表│

秋の火災予防運動時の啓発の様子

　消防法等により、住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れています。
　その目的は、火災による逃げ遅れを防ぎ命を守るためです。まだ
設置していない人は、ご自身や家族のためにも設置してください。
すでに設置している人は、いつでも作動するよ
う適切に維持管理をお願いします。また、警報
器は10年を目安に交換しましょう。
　津市ホームページに住宅用火災警報器の設置
による奏功事例を掲載していますので、ぜひご
一読ください。

設置義務がある場所
●寝室(煙式)
●階段の上端(煙式)　※寝室
　が１階以外にある場合　
設置を推奨している場所
●台所など火を使う所(熱式)
設置を推奨している警報器
●連動型住宅用火災警報器
　(他の部屋で火災を感知する
　と発報する警報器)

津市　奏功事例│

住宅用火災警報器を設置しましょう

４月１日から違反対象物の公表制度を開始
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 3 4    13:00～16:00(12:30開場)
津リージョンプラザお城ホール

専修寺国宝指定記念講演会 
問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229-3257

　三重県の建造物で初めて国宝に指定された専修寺御影堂・如来堂の歴史
的な価値などに関する講演会と両堂の見学を行います。
講　師　武内正和さん(文化庁主任文化財調査官)、菅原洋一さん(三重大学
大学院工学研究科教授)
定　員　抽選100人
申し込み　はがき、またはＥメールで、住所、氏名、電話番号を教委生涯
学習課(〒514-0035 西丸之内37-8、　229-3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　２月28日(水)
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　旧明村役場庁舎は、大正５年に建設され、国の登録有形文化財に登録さ
れています。今回のウオークでは、現在修理中の旧明村役場庁舎を含め、
伊勢別街道や安濃鉄道の終点跡など、周辺の歴史スポットを巡ります。歴
史や文化を学びながら、地域の魅力を再発見しませんか。
コース　閑翁寺→林殿町の町並み→普門寺→旧明村役場庁舎→安濃鉄道終点
跡→ミエゾウ化石発見推定地→閑翁寺(約４㎞、２時間30分程度)
定　員　抽選30人　
申し込み　はがき、またはＥメールで、住所、氏名、生年月日、性別、電
話番号を教委生涯学習課(〒514-0035 西丸之内37-8、　229-3248@

　city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　２月28日(水)

　市内や近郊に在住の外国人・日本人の皆さんが歌
や踊りなどを披露します。
　各国の歌やダンスで楽しいひとときを過ごしなが
ら、普段触れることの少ない外国の文化に親しんで
みませんか？

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229－3257
旧明村役場庁舎周辺 歴史ウオーク

問い合わせ　市民交流課　　229-3102　　227-8070
ワイワイガヤガヤフェスタ2018

13:00～

9:00～
閑翁寺駐車場(芸濃町林)集合

真宗高田派本山専修寺 宗務院２階第１会議室(一身田町)3 10土

日

3 11日

楽しく歴史や文化を学びませんか
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　市では、快適な生活環境を推進するため下水道の整備を進めています。
下水道を整備する際は、あらかじめ該当する地域の皆さんに対し、工事内
容や受益者負担金、使用を開始するために必要なことなどについて、説明
会や戸別訪問により説明を行います。
　下水道が整備された地域の皆さんが実際に使用を開始するまでに必要な
手続きなどの概要は、以下のとおりです。

4
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問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266－2510　　266－2522
芸濃名所めぐり＋津の名所旧跡2018春夏
気軽にお得に芸濃地域を巡ってみませんか

5
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問い合わせ　下水道総務課　　239－1031　　239－1037
使用開始までの手続きなど

　芸濃ふるさとガイド会の案内で芸濃・津地域の名
所旧跡を巡るバスツアーです。乗降場所は、津駅、
芸濃総合文化センターからお選びください。
集合場所、時間　
●ローソン津駅前店前(栄町三丁目)…９時30分
集合、16時解散(Ⓐ-㋷コースのみ14時40分集
合、20時解散)　※集合場所までは公共交通機
関をご利用ください。

●芸濃総合文化センター…10時集合、16時30分解散
(Ⓐ-㋷コースのみ14時10分集合、19時20分解散)

定　員　各コース抽選20人
費　用　各コース1,000円(保険代、食事代、土産
代)、★印のコースはスペシャルランチコース
で1,500円

申し込み　往復はがきで希望コース番号、希望
の発着場所、代表者の住所・電話番号、参加者
全員(３人まで)の氏名・年齢を芸濃総合支所地
域振興課(〒514-2292 芸濃町椋本6141-1)へ

　※はがき１枚につき１コースのみ

コース
番号 コース と　き 申込締切

（必着）
Ⓐ－㋑　★
Ⓐ－㋺
Ⓐ－㋩　★
Ⓐ－㋥　★
Ⓐ－㋭
Ⓐ－㋬　★
Ⓐ－㋣
Ⓐ－㋠　
Ⓐ－㋷

Ⓑ－①

Ⓑ－②

Ⓑ－③

梅ケ畑浄得寺の五色椿と安濃ダム見学
桜の名所普門寺と桜のトンネル北神山の花街道
天然記念物龍王桜・五色椿と安濃ダム見学
魅惑の磨崖仏群めぐり 石山観音
雲林院の町並みと水源の神様美濃夜神社
江戸の面影を残す椋本宿と霊樹大椋
連子格子の町並み 楠原宿と覚順和尚
清流の里 平維盛ゆかりの成覚寺
街道を灯す行燈と楠原宿お盆の行事

３月29日㈭
４月５日㈭
４月19日㈭
５月24日㈭
５月31日㈭
６月14日㈭
６月21日㈭
７月５日㈭
８月14日㈫

３月22日㈭

４月12日㈭

５月10日㈭

３月15日㈭
３月22日㈭
４月５日㈭
５月10日㈭
５月17日㈭
５月31日㈭
６月７日㈭
６月21日㈭
７月31日㈫

３月８日㈭

３月29日㈭

４月26日㈭

「楠原宿から椋本宿」伊勢別街道ウォーキング
(約7.3㎞)　※雨天中止の場合あり
龍王桜と錫杖湖畔の桜ウォーキング
（約6.9㎞）　※雨天中止の場合あり
歴史街道ウォーキングと石山観音磨崖仏群めぐり
（約６㎞）　※雨天中止の場合あり

道路に下水道管を埋設したり、宅内に公共ますを設置したりする工事を市が進めま
す。公共ますの位置を決めるために、公共ます設置申請書の提出をお願いします。

下水道が整備された区域の土地所有者に、土地の面積に応じて受益者負担金の納付を
お願いします(一部地域は別基準)。５月上旬に対象となる人へ下水道事業受益者申告
書などの申告書類を送付しますので、内容をご確認いただき返信してください。その
後、受益者負担金を５年間計10回に分けて納付していただきます。なお、受益者負
担金の納入通知書は毎年９月に２回分を送付します。

供用開始となった日から３年以内に、下水道への接続工事(宅内の排水設備工事)を行っ
てください。工事は津市が指定する「排水設備指定工事店」に依頼してください。

下水道の使用を開始すると、水道の使用水量に応じて下水道使用料を納付していただ
きます。請求は水道料金と同時に行います。

①下水道管埋設などの工事

②受益者負担金のお願い

③下水道への接続工事

④下水道使用料の納付

下水道が整備される地域の皆さんへ

昨年の様子(左／普門寺、右／石山観音)
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第25回津市民緑と花の市

6
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問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336
楽しく寄せ植え♪ガーデニング講習会

と　き 内容・講師

３月24日㈯
13時～、
15時～

ところ　お城西公
園芝生広場(市
本庁舎北側)
申し込み　電話またはファクス、
Ｅメールで住所、氏名、電話
番号、希望する受講日時を都
市政策課(　229-3177@city.

　tsu.lg.jp)へ　※１人１教室の
み受け付け

締め切り　３月２日(金)17時

定　員

抽選
各15人

費　用

各1,500円

３月25日㈰
10時～、
13時～

抽選
各20人 各1,000円

とき･内容など

8
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問い合わせ　選挙管理委員会事務局　　229－3236　　229－3338
白バラクイズ
ぜひ、ご応募ください

問　題
　問題文の①～⑤にあてはまる
適当な語句を下の語句の中から
選んでください。

問題文
　私たちの代表を選挙で選ぶこと
のできる権利を　①　と言いま
す。選挙権を持っていても、実際に
投票するためには、　②　という
市区町村が管理する名簿に登録
されていることが必要です。

　選挙人名簿に登録されるの
は、その市区町村に住所を持つ
満　③　歳以上の日本国民で、
住民票がつくられた日(他の市区
町村からの転入者は転入届をし
た日)から引き続き　④　カ月以
上、その市区町村の住民基本台
帳に記録されている人です。
　引っ越しをして３カ月たたず
に選挙があるとき、国政選挙で
は、旧住所地に３カ月以上住ん
でいれば、旧住所地の投票所で
投票をするか、旧住所地に行く
ことができない場合は、　⑤　を
活用することができます。

語 句
　18、３、選挙人名簿、
　不在者投票、選挙権

　住民票は選挙人名簿をはじめと
した各種の登録や行政サービスに
つながる大切な情報ですので、
引っ越しをした際には忘れずに移
しましょう。

応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがきで、答え、住
所、氏名、年齢、電話番号を
選挙管理委員会事務局(〒
　514-8611 住所不要)へ
締め切り　３月２日(金)消印
有効
賞　品　正解者20人に進呈
　※正解者多数の場合は抽選

7
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272-1119
火の谷温泉セラピーウオークと不動寺の桜 

11:00～14:00(10:30から受け付け)
火の谷温泉コース　※火の谷リゾート駐車場(美杉町八知)集合

　自然を楽しむ春のウオーキン
グに参加しませんか。地元で有
名な桜の名所、不動寺で田舎料
理のおもてなしもあります。　

ウオーキングシーズン到来

定　員　先着50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　２月26日(月)～３月23日(金)

「多肉植物寄せ植え教室」
多肉植物の植え付けや育成方法など、初めて育
てる人も簡単に楽しめる講習会です。
（シュエットアルブル 飯尾健治さん）
「春の花苗寄せ植え教室」
花苗の植え付けや育成方法など、ガーデニング
に関する実用的知識を、実際に寄せ植えを行い
ながら学びます。
（有限会社亀井園芸 亀井輝忠さん）
※花の種類は気候状況により決定します。

4 8日
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こころの懸け橋
　私が大学生のとき、同じ講義を受講してい
る学生の中に、Ａさんというパキスタン出身
の留学生がいました。今でこそ、外国人を津
市内で見掛けることは珍しいことではありま
せんが、当時は珍しかったように記憶してい
ます。
　Ａさんと話をする機会があったので、「日
本での生活に苦労することはありますか？」
と英語で尋ねてみました。すると、私が英語
で話し掛けたにも関わらず、日本語で答えが
返ってきました。Ａさんは真剣なまなざしで
「同じ人間なのに、外国人が日本のルールに
外れたことをすると、全ての外国人がルール
に外れたことをすると思われる。だから自分
は日本人以上に日本のルールを守る。そし
て、日本人から話し掛けられたときに日本語
で答えることができるよう、常に勉強してい
る」と言いました。他にも、“外国人だから”
という理由で、ごみ出しの時に「分別してい
ないだろう」と言われたことがあり、その悔
しさを我慢しているとも話してくれました。
　当時、一部の外国人がごみを分別しないこ
とが社会問題になっていました。Ａさんは“日
本人以上に日本のルールを守る” ことや日本
語でコミュニケーションをとれるよう勉強す
ることで、日本人が外国人に対して持つイ
メージを少しでも良くしたかったのだと思い
ます。
　先日のテレビで、外国人に対する差別の
ニュースが取り上げられていました。私は、

これはとても恐ろしいことだと思います。な
ぜ、国籍が違うだけで、相手の全てを否定し
てしまうのでしょうか。外国人をひとくくり
にして否定する考え方は、国際化・グローバ
ル化とは逆の方向に進んでいるような気がし
てなりません。
　Ａさんは、日本語を勉強して、日本人と日
本語でコミュニケーションを図ることができ
ましたが、誰にでもまねできることではあり
ません。日本で暮らしていても日本語を話せ
ない外国人はたくさんいます。
　相互理解のためには、外国人だから、日本
語が話せないからと先入観を持たずに、相手
を一人の人間として尊重し、対等に接してい
くことが大切ではないのだろうかと、私は思
います。
　　　　　　　　　　　　　　(40代・男性)

知っていますか？
    世界人権宣言　

人権　 豆知識

　国連で、世界人権宣言が「すべての
人民にとって達成すべき共通の基準」
として採択されてから、2018年12月
で70周年を迎えます。
　人権は全ての人の権利です。私た
ち一人一人が、お互いの個性を認め
合い、自分の人権だけでなく、相手の
人権についても大切にしていかなけ
ればなりません。
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収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付

商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

ふるさと就職活動応援奨励金

議会事務局
　229－3222　　229－3337

ぜひ傍聴を
平成30年第１回津市議会定例会

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

谷川ことすが書道コンクール
作品展示

イベント

お知らせ

　芸濃地区は、水と緑に恵ま
れた風光明媚な住みやすい地
域です。高齢化率は29.5％で、
人口は増加傾向にあります。

　サロン活動です。芸濃地域５地区(旧小学校
区)で行っている「地区サロン」、健康づくりを
目的とした「いきいきサロン」、園児との交流
を目的とした「ふれあいサロン」、子育て中の
親子の交流を目的とした「子育てサロン」があ

ります。気軽に定期的に参
加でき、たくさんの人と交
流できるので、多くの人が
参加されています。

　
　当地区社会福祉協議会は、約40人がボラン
ティアとして活動しており、こうした皆さんに
支えられています。今後は中高生をはじめ若い
皆さんの力添えもい
ただき、地域福祉活
動の向上につなげて
いくことが必要だと
考えています。

津市ふるさと就職活動│

津市議会│

　第４期の納期限は２月28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。今手続きすると、来年度か
ら口座振替になります。

　県外に住む津市出身者が、津
市に本社・本店を有する企業(※)
に就職活動をする際の交通費を
支給します。３月30日(金)まで
に津市で行われる企業説明会な
どへの参加の際も利用できます
ので、これから就職活動を始め
る学生や転職を考えている人は
ぜひご利用ください。また、県
外にお住まいのご家族やお知り

合いに、ぜひお伝えください。
※医療法人・学校法人・社会福
祉法人を含む。官公庁などへ
の就職活動は対象外
支給金額　上限５万円
申請期限　３月30日(金)

合同就職説明会
就活スタートフェア for 2019
と　き　３月14日(水)13時～16時
ところ　メッセウイング・みえ
主　催　津商工会議所(　228－
　9141)

と　き
本会議…３月１日(木)・12日(月)
～15日(木)・29日(木)
常任委員会…３月19日(月)建設水
道、20日(火)教育厚生、22日(木)
経済環境、23日(金)総務財政
いずれも10時～

ところ　津市議会議場または委
員会室
※日程などは、変更になる場合
があります。
※会議の模様をインターネット
で配信しているほか、ケーブ
ルテレビ津市行政情報番組で
も録画放送を行っています。
　詳しくは津市議会ホームペー
ジまたは議会事務局でご確認く
ださい。

と　き　２月23日
　(金)～25日(日)
　９時～17時
※25日は15時まで、25日13時
30分から表彰式を開催
ところ　津リージョンプラザ３階
生活文化情報センター(展示室)

「芸濃地区社会福祉協議会」の紹介

vol.11

芸濃地区社会福祉協議会
会長  中湖 喬 さん

力を入れている活動は？

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

め い び
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スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

STeP upスクールin津

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

久居公民館
　・　256－3931

第28回久居公民館まつり

榊原公民館
　・　252－1454

榊原公民館作品展

白塚公民館
　・　232－3043

大人向け絵本の読み聞かせ会

2021年開催の「三重とこわ
か国体」に向け、市内の選抜選
手がトップアスリートの指導を
受けます。レベルの高い実技指
導を観覧席から見学しませんか。
と　き　２月24日(土)９時20分
～15時

ところ　サオリーナメインアリーナ
内　容　昨年の全日本選手権準優
勝選手が所属する愛知工業大学
卓球部による卓球の実技指導

　久居公民館で活動するグルー
プが成果を発表する一大イベン
トです。
▶久居公民館会場
と　き　３月３日(土)13時30分～
16時、４日(日)９時30分～16時 

内　容　講座生などによる作品
展示・即売…こども作法教室の
茶席と生け花、手作りお菓子・
パン、ロマンドール、折り紙、着

付け、陶芸、水墨画、日本画、創
作和紙絵、木彫工芸、ステンド
グラス、書道、伊勢型紙、洋裁、
編み物、俳句、木目込み人形、
押し花、盆養、樹木の写真、バー
ドウオッチング、手作り雑貨教
室　※公民館玄関前では、地場
野菜などの即売を開催
▶久居総合福祉会館会場
と　き　３月11日(日)９時30分
～13時
内　容　講座生などによる舞台
発表…洋楽、邦楽、詩吟、体
操、踊りなど

と　き　３月５日(月)13時30分～
ところ　伊勢地地域住民センター
内　容　長島りょうがんさん(音
楽工房「夢のかぼちゃ」店主)

による、歌を交えたお話「そっ
とやさしく」

と　き　３月14日(水)10時～15時
ところ　榊原農民研修所２階
内　容　榊原公民館講座生による
作品展示

　読み聞かせを通して、絵本の
魅力を伝えます。
と　き　３月19日(月)10時～
10時50分
ところ　白塚公民館会議室
読み手　「わくわく読み聞かせ」
講座受講生と講師
対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上

犬や猫を飼っている皆さんへ
問い合わせ　環境保全課　　229-3282　　229-3354

　犬や猫などのペットは飼い主の生活に潤いや
喜びを与えてくれる存在であり、食事や健康管
理などに気を付け、適正に飼うことが求められ
ます。しかし、飼い主のモラル低下による苦情
やトラブルが増えています。周りに迷惑を掛け
ないためにもマナーを守り、最後まで愛情と責
任を持って飼いましょう。

犬を飼うときは
●放し飼いは絶対にしない
●散歩中のふんは必ず持ち
　帰る
●鳴き声や臭いで近隣に迷
　惑を掛けないよう、適切
　なしつけや世話をする
●きちんと世話できる頭数
　を飼う

猫を飼うときは
●室内飼いに努める
　(鳴き声やふん害で近隣へ
迷惑を掛けない、交通事故
や感染症の危険性が減少す
る、迷子防止など多くの利
点があります。)
●むやみに猫を増やさないた
めに、不妊・去勢手術など
をする

飼い猫以外に餌を与えると
●付近に猫がすみ着き他人の家でふんや尿をし
たり庭を荒らしたりするほか、過剰に繁殖す
る原因にもなります。餌を与える場合は、排
せつ物や餌をきちんと片付ける、不妊・去勢
手術を受けさせるなど、近所に迷惑を掛けな
いよう管理してください。
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海浜公園内運動施設管理事務所
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（４・５月分）

教委教育総務課
　229－3292　　229－3332

パブリックコメント
津市教育振興ビジョン案

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

市民人権講座受講生

建設整備課
　229－3195　　229－3345

パブリックコメント
津市道路整備計画案

募　　集

時　間 テーマ・講師

第１部
18時～19時

性的マイノリティーと人権
本江優子さん（反差別・人権
研究所みえ事務局次長）

第２部
19時10分～
20時10分

部落問題と人権
原田朋記さん（反差別・人権
研究所みえ調査・研究員）

　人権について考えてみませんか。
受講者には記念品をプレゼント！
と　き　２月27日(火）

ところ　安濃中公民館研修室２
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　各50人
申し込み　電話または、はがき、
ファクスで住所、氏名、電話
番号を安濃総合支所地域振興
課(〒514-2326 安濃町東観音

寺483)へ
締め切り　２月26日(月)

　津球場公園内野球場と北部運
動広場の４・５月分のナイター
使用の申し込みを受け付けます。
申し込み　直接、海浜公園内運
動施設管理事務所へ
申込期間　２月20日(火)～28日
(水)８時30分～21時30分

募集期間　２月16日(金)～３月
15日(木)必着
閲覧場所　教委教育総務課、総

務課情報公開室、各総合支所地
域振興課、津市ホームページ

提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで教委教育
総務課(〒514-0035 西丸之
内37-8、　229-3292@city.
　tsu.lg.jp)へ

募集期間　２月21日(水)～３月
13日(火)必着
閲覧場所　建設整備課、総務課
情報公開室、各総合支所地域
振興課、津市ホームページ
提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで建設整備
課(〒514-8611 住所不要、
　229-3195@city.tsu.lg.jp)へ

　シルバーエミカは、高齢者の皆さんの健康づ
くりや生きがいづくりを支援するため、高齢者
外出支援事業として、市内にお住まいの65歳以
上の人を対象に交付している、津市オリジナル
交通系　Ｃカードです。
　シルバーエミカには、三重交通グループの路線
バスやＮＰＯ法人バスネット津の「ぐるっと・つーバ
ス」に乗車の際、運賃支払いにご利用いただける
ポイントを年間2,000ポイントを上限に付けてお渡
ししています。また、津市コミュニティバスは、ご提
示のみで無料で乗車していただけます。

「シルバーエミカ」をお持ちですか？
65歳以上の皆さんの外出を応援します

シルバーエミカとは
　シルバーエミカは、マイナンバーカードをお
持ちいただき、マイナンバーカードの暗証番号
(４桁)をご確認の上、高齢福祉課または各総合
支所市民福祉課(福祉課)で申請するとその場で
受け取ることができます。
　マイナンバーカードは、申請から発行まで約
１カ月要します。市民課、各総合支所市民福祉
課(市民課)、各出張所で申請できますが、詳し
くはお問い合わせください。

シルバーエミカは即日発行
マイナンバーカードの発行は約１カ月必要

　津市コミュニティバスでは、
平成30年３月31日まで、シル
バーエミカの代わりに住所・氏
名・生年月日の分かる公的証明
書の提示で無料で乗車できる「シルバーエミカ
取得促進期間」を設けています。この期間に、
ぜひシルバーエミカをご取得ください。

津市コミュニティバスの公的証明書の提示に
よる乗車無料は３月31日　まで

問い合わせ　●津市高齢者外出支援事業について　高齢福祉課　Ｔ229-3156　Ｆ229-3334
　　　　　　●マイナンバーカードについて　　　市民課　　　Ｔ229-3198　Ｆ221-1173
　　　　　　●コミュニティバスについて　　　　交通政策課　Ｔ229-3289　Ｆ229-3336

土
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３月の開催日程３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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交通政策課
　229－3289　　229－3336

津市地域公共交通活性化
協議会委員

　効率的で利便性の高い公共交通
システムの構築や、持続可能な公
共交通に向けた利用促進などを審
議する委員を公募します。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の平成30年４月１日時点で
20歳以上で、２カ月に１回程
度、平日昼間に開催する会議

に出席できる人　※津市の議
員・常勤職員を除く　
定　員　５人程度(選考あり)
任　期　委嘱した日から平成32
年３月31日まで
申し込み　交通政策課または各
総合支所地域振興課にある申
込用紙に必要事項を記入し、
「人口減少、少子高齢社会にお
ける公共交通のあり方」をテー
マに書いた800字程度の作文

と併せて直接窓口または郵
送、ファクス、Ｅメールで交通
政策課(〒514-8611 住所不
要、　229-3289@city.tsu.lg.

　jp)へ　※申込用紙は津市ホー
ムページからもダウンロード
できます。
申込期間
　２月19日(月)
　～３月５日(月)
　必着

■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。

３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

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。
※バドミントン、バレーボールのネット張りのみ
　各自で行ってください。

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）

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

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

ソフトバレー
バドミントン

２日㈮、15日㈭、23日㈮

１日㈭、５日㈪、８日㈭、14日㈬、22日㈭、26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㈫、27日㈫

13日㈫
16日㈮

７日㈬、14日㈬、21日（水・祝）、28日㈬

５日㈪

10日㈯、18日㈰、24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）

３月 31302928272625242322212019181716151413121110987654321
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日土金木

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

２日㈮、７日㈬、12日㈪、14日㈬、19日㈪、23日㈮　※12日は
サブアリーナ（全面）で、13時～17時、18時～21時30分のみ

使用不可　※３月31日㈯まで改修工事を実施
26日㈪～28日㈬９時～17時はリニューアルオープン記念として、アリーナ（卓球10台、バドミントン
３面）を無料開放します。

津PR第５戦津ぎょうざ小学校
春の交通安全運動

GⅡレディース
オールスター（びわこ）

SGボートレースクラシック
（浜名湖）

津PR第６戦BTS養老１周年
３支部ガチ対決シリーズ

津PR第５戦津ぎょうざ小学校
春の交通安全運動

津PR第６戦BTS養老１周年
３支部ガチ対決シリーズ

GⅢ
児島

GⅡ
唐津

GⅢ
蒲郡♡

江戸川

徳山

尼崎

常滑

GⅠ戸田

桐生

住之江 蒲郡 桐生 蒲郡 桐生 若松 下関

丸亀 若松 下関 住之江 GⅢ下関♡ 丸亀 丸亀GⅠ蒲郡

GⅢ丸亀 若松 丸亀 住之江

宮島 江戸川 宮島 戸田 福岡

平和島 江戸川 福岡 戸田 浜名湖

宮島♡ 児島鳴門浜名湖

平和島 常滑 多摩川GⅢ常滑GⅡレディースオールスター（びわこ） SGボートレースクラシック（浜名湖）

平和島 鳴門 GⅡ三国 尼崎

徳山 徳山 唐津

福岡

唐津芦屋 芦屋 唐津芦屋



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

１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・・・・・・・・・・

12件（121件）
3件（30件）

1,407件（14,901件）
948件（9,717件）

0人（9人）
100人（1,149人）

市民の動き
12月分

（平成29年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

125,261世帯
（前月比66世帯減）

281,127人
（前月比178人減）

136,638人
144,489人

広報 つ！　平成30年２月16日号12

イベント

お知らせ

募　　集

２日㈮
12時～17時

とき（３月） 内容（場所）

俳句・短歌などの
作品展示
（ロビー）

10時～12時

13時30分～
15時45分

時　間 内容・講師
「伊勢湾の再生を考える」
千葉賢さん（四日市大学環
境情報学部教授）
「田んぼが育む生きものと
人のかかわり」
皆川明子さん（滋賀県立大
学環境科学部助教）

芸能発表会
（美杉の郷ホール）

３日㈯
９時～17時
４日㈰
９時～15時
４日㈰
９時～15時

昨年の様子

登記所備付地図の作成
　長岡町、渋見町、一身田上津
部田、観音寺町の一部地区にお
いて、現在法務局に備え付けら
れている公図に代わって、新た
な地図を作成します。この地図
は、国家基準点による精度の高
い地図で、境界に関するトラブ
ルを防止する効果などが期待で
きます。３月ごろから始まる説
明会や、４月ごろから始まる境
界立ち会いにご理解とご協力を
お願いします。
　津地方法務局不動産登記部門
(　223－0003)

大門ありえやんフェス３
　商店街内をトロッコ列車が走っ
たり、地震体験車が来たりしま
す。インスタ映えする手作りひ
な飾りも登場。遊びにきてね！
　３月３日(土)10時～15時　※雨
天決行　　大門大通り商店街
　同商店街振興組合(　223－0090)

2018モータースポーツファン感謝デー
　３月10日(土)・11日(日)９時～
17時(予定)　　鈴鹿サーキット　
　２輪・４輪マシンの展示や搭
乗、キッズモータースポーツ教室、
鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性
化協議会の取り組み紹介など　※
詳しくは鈴鹿サーキットホーム
ページをご覧ください。　　左に
掲載の入場券を持参すれば無料
(別途駐車料金
1,000円／台)
　鈴鹿サーキッ
ト(　059－378－
1111)

美杉文化協会成果発表会

　美杉総合文化センター
　美杉文化協会代表(　275－0729)

一志文化協会作品展
　３月10日(土)９時30分～17
時、11日(日)９時～15時　　一
志農村環境改善センター１階多
目的ホール　　水彩画・水墨画・
ちぎり絵・写真・パッチワーク・
木彫り・ちりめん工芸・書道・
俳句などの作品展示
　一志高岡公民館(　293－5611)

朗読サロン
～小説を聞いてみませんか～
　３月15日(木)13時30分～15時
　久居ふるさと文学館２階視聴
覚室　　わらべ朗読部会による
朗読｢驟り雨｣藤沢周平／作、｢蜜
柑｣芥川龍之介／作など　　50人
　同会代表(　090－4189－9547)

こどもサロン
　３月28日(水)15時～16時　
　久居ふるさと文学館２階視聴
覚室　　わらべ朗読部会による
絵本の朗読と紙芝居　　50人
　同会代表(　090－4189－9547)

高虎楽座出店者
　４月21日(土)10時～16時　　
フェニックス通り　※雨天時は会
場を変更　　衣料品、雑貨、手作

り品、骨董品など　　一般エリア
１小間2,500円(２小間まで)、飲
食物エリア１小間(台)8,000円
(テント持参の場合5,000円)
　３月５日(月)～９日(金)に直接、
高虎楽座運営協議会事務局(商業
振興労政課内)へ　※５日10時
に抽選で受け付け順を決定、以降
は先着順
　同事務局
(　2 2 9 －
3169)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　３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)

環境学習指導者養成
スキルアップ講座
　３月24日(土)　

　県生涯学習センター４階中研
修室(県総合文化センター内)　
　16歳以上　　　各50人　※
県内に在住の人優先
　２月27日(火)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、電話番号、ファ
クス番号を、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
　同情報センター(　059－329－
2000)
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　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　

　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30年２月16日号 13

健　　康

嚥下障がいの人や高齢者のため
のお出かけガイドブック掲載店舗
　嚥下障がいの人や高齢者に刻
み食、やわらか食、ミキサー食
などの食事を提供しているお店
や施設の情報を集めたお出かけ
ガイドブック｢つばめ手帖｣への
掲載店舗を募集します。
　嚥下障がいの人や高齢者のた
めに上記の食事を提供している、
または提供予定のお店や施設
　電話またはＥメールでつばめ
SpoonProject(　050－3704－
2835、　tsu
bamespoon
project@gmail.
com)へ

今身に付けたい 
小学生のための｢生活力｣講座
　３月10日(土)①10時～12時 ②
13時～15時　　県男女共同セン
ターフレンテみえ(県総合文化セ
ンター内)　　朝ご飯作り、ボタ
ン付け、小遣い帳の付け方　　
小学生　　各15人　　500円

　電話またはファクス、Ｅメー
ルで津友の会(　・　
225-9150、　tsu
tomonokai@gmail.
com)へ

屋根・外壁塗り替えセミナー
　塗り替え工事をする前に、消
費者が知っておくべき知識を分
かりやすく説明します。
　２月25日(日)10時～12時(受
け付けは９時45分から)　　
メッセウイング・みえ２階中研
修室　　　20人
　２月22日(木)～24日(土)に電
話またはファクスで市民講座運
営委員会(　0120－689－419、　
0120－392－276)へ

鈴鹿高専ものづくり体験教室
　３月11日(日)～28日(水)　　
同校(鈴鹿市)　　「機械工学のひ
とこま」、「楽しい電子回路工作」、
「マイコン電子制御｣の３講座　　
中学１・２年生(電子制御のみ小
学６年生も可)　　50円(保険料)

　２月26日(月)までに同校ホー
ムページから
　同校(　059－368－1717)
※日時や申し込み方法など、詳
しくは同校ホームページをご覧
ください。

認知症予防教室
　３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　　運動
で認知症予防　　市内に在住の
65歳以上　　　30人
　２月23日(金)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

第239回住民健康講座
　３月８日(木)14時～15時　　
一志高岡公民館　　園田茂さん
(藤田保健衛生大学七栗記念病院
院長)による講演｢高齢者の不動
の弊害とリハビリテーション｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

締め切り 費　用種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■ふれあいスポーツ教室

シェイプアップアクア
（春）

大人のためのバレトン
（前期）

正しいストレッチと
ヨガ（前期）

ストレッチポール＆
姿勢改善（前期）

キッズチアダンス・
ジュニアチアダンス
（前期）

４月11日～７月18日の毎週
水曜日
20：15～21：15（全15回）

４月18日～６月20日の毎週
水曜日
19：00～20：00（全10回）

４月16日～７月９日の毎週
月曜日　※４月30日を除く
13：15～14：30（全12回）
４月17日～７月10日の毎週
火曜日　※５月１日を除く
９：10～10：20（全12回）
４月17日～７月３日の毎週
火曜日（全12回）
16：15～17：00（キッズ）
17：05～17：50（ジュニア）

サオリーナフィッ
トネススタジオ

サオリーナフィッ
トネススタジオ

三重武道館
柔剣道場

三重武道館
柔剣道場

キッズ：４～６歳
ジュニア：小学生

高校生以上

高校生以上

高校生以上

高校生以上サオリーナ屋内
プール

抽選
50人

抽選
30人

抽選
20人

抽選
30人

抽選
各20人

9,000円

各7,000円

※別途ポンポン代
（1,500円程度）必要

6,000円

申し込み種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ大会

当日受け付け

３月１日㈭

３月１日㈭

３月１日㈭

３月１日㈭

ラグビーフットボール ３月11日㈰10：00～12：00 ４歳～中学生海浜公園内陸上競技場 50人

え ん げ

各7,000円



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成30年２月16日号14

無料相談健　　康

とき（３月） ところ
６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

12日㈪
13時～16時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

８日㈭
13時30分～15時

７日㈬
９時30分～
11時30分

伊勢地地域住民センター
研修室

７日㈬
９時30分～
11時30分

芸濃福祉センター１階
相談室

19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（３月） ところ
１日㈭
９時30分～
11時30分

市一志庁舎２階
第１会議室

２日㈮
９時30分～
11時30分

市美里庁舎２階
会議室４

７日㈬
９時30分～
11時30分

芸濃福祉センター１階
相談室

８日㈭
13時30分～15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

12日㈪
９時30分～
11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

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

第６回出前！市民公開講座
　２月26日(月)15時～16時　
　中央保健センター　　奥田昌
也さん(三重中央医療センター
一般内科医)による講演｢糖尿病
を本当に知ろう～糖尿病が気に
なる人の為の糖尿病教室～｣
　三重中央医療センター(　259－
1211)

乳がん患者会「あけぼの三重」
市民公開講座
　３月７日(水)13時30分～15時
30分　　アスト津３階みえ県民交
流センターミーティングルーム　　
市川和幸さん(三重中央医療セン
ター薬剤師)による講演「抗がん剤
と副作用の話」、あけぼの三重会員
によるパネルディスカッション「乳
がんと向き合って」　※どなたでも
参加できます　　40人　　200円
　あけぼの会・あけぼの三重代
表(　090－1289－0405)

心も体も健康に
サオリーナへ歩いて行こう！
　安濃津ガイド会
の皆さんの話を聞
いて津の歴史を勉
強しながら、楽し
く歩きませんか。
　３月３日(土)９時～12時ごろ　
※雨天の場合は４日(日)　　津
リージョンプラザ正面玄関前集
合　　津リージョンプラザ→お
城公園→神宮寺→サオリーナ→津
リージョンプラザ(約７㎞)　※飲
み物、タオルを持参
　津市健康づくり推進連絡協議
会中央支部ひまわり会(　223－
6140)

登記相談(要予約)
　毎月第２・４火曜日13時～16時
　三重県土地家屋調査士会館(河
辺町)　　不動産(土地・建物)の調
査、測量、表示登記、境界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

行政書士定例相談(要予約)
　毎月第２木曜日10時～12時、
13時～16時(祝・休日、年末年始
を除く)　　三重県行政書士会事
務局(広明町)　　離婚協議書、
遺言書、各種契約書などの作成
や許認可などの申請書類の作成、
提出手続代理に関すること
　同行政書士会(　226－3137)へ

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談
※電話相談や法律相談(予約制)
などもあります。
　同センター(　221－7830)

交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間はお問
い合わせください。　　三重弁護
士会館(中央)　　交通事故に関
する相談(面談)
　毎週月～金曜
日９時～17時に
同弁護士会(　
228－2232)へ

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　
解雇、賃金、セクハラ、人事、
配置転換、労働契約などの相談
　同会総合労働相談所(　228－
6064)へ

元公証人による法律相談
　毎月第４火曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　
※12時から整理券(　　９人)を
配布　　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

３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)
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北立誠小学校

志登茂川

三重大学

三重大学医学部
附属病院

北立誠
幼稚園

江戸橋

23

不渇の井戸

近
鉄
名
古
屋
線

N

三重高等農林學校農場　不渇の井戸　
ふ　 かつ

建設当初の給水井戸(左端)と給水塔／三重大学提供

現在の給水井戸（フェンス内側）と土木遺産認定記念碑

　三重大学医学部附属病院付近には、かつて三
重大学の前身である三重高等農林學校の実験農
場が広がっていました。今はその面影はなく、
当時の風景を思い浮かべることは難しいです
が、ここには農場を維持するために不可欠な給
水井戸が当時のままに残っています。
　大正11(1922)年４月に第一期入学生を迎えた
同校には、当初実験農場が整備されておらず、
その確保が大きな課題でした。海岸近くの低湿
地で、地表水は塩分濃度が高く農業用に適さな
いため、一部に農場自体を他所に求めるべきと
の意見もありました。
　しかし、当時の学長は農業分野をけん引する高
等農林學校としてこの土地の改良に取り組むこと
を決意します。そして、教員・学生が一丸となっ
て農場設置の前提となる用水確保に向けた井戸掘
削が始まりました。今も大学に保管される当時の
設計書には、上質の真竹を用いて管を継ぎ足し、
３本の取水管を設置することが記されています。
　大正13年に完成したこの井戸は、毎時72㎥の
真水を供給し、長年にわたって農場に十分な水
量を確保してきたことから、いつしか「不渇の
井戸」と呼ばれるようになりました。

　井戸の直径は約９ｍ。コンクリートは全て人
力で練ったといわれ、当時の苦労がしのばれま
す。94年が経過した今も頑丈な造りはそのまま
に、常に水をたたえています。
　低湿地で塩分濃度の高い過酷な条件下での土
地改良の実践は、高等農林學校の威信を懸けた
事業でもありました。当時の教員と学生が一致
協力して取り組んだ成果は、日本の農業土木技
術史に残る実践例として評価され、この給水井
戸は平成28年度土木学会選奨土木遺産に認定さ
れました。
　大学構内の一角。木々に囲まれたこの給水井
戸の周辺には遊歩道も整備され、教員・学生の
みならず、ここを訪れる人々にその歴史と意義
を静かに伝えています。
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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。

　美杉地域では、年々過疎化が進んでいます。「行ってみたい」「また来たい」と思ってもらえるような元気
な地域を作ってくれるのは、次世代の皆さん。そのために、もっと郷土の魅力を子どもたちに知ってもらい
たいと思っていたとき、学校からキャリア教育への協力依頼があり、これはチャンスだと迷わず引き受け
ました。今では、子どもたちの頑張っている姿に、私たちの方がパワーをもらっています。

　例えば美杉地域なら、ＪＲ名松線の車窓から広がる四季折々の景色、春を迎え開花するミツマタや三多気の桜…。こ
のように、自慢できる地域の魅力が身近にあるのに、そのことに気が付いていない人はたくさんいます。自分が生まれ
育った故郷を知り、誇りに思える大人に成長してほしいです。そして、その魅力を全国へ発信してくれたらうれしいです！

Q3 子どもたちに、どんな大人になってほしいですか？

Q2 どんな思いで生徒たちと関わっていますか？

Q1 美杉中学校の  キャリア教育”って？

撮影：美杉中学校撮影：美杉中学校

地元産業の林業に挑戦（１年生） 東京都で特産品を販売（３年生）特産品のこんにゃく作りを体験（２年生）

　学校と地域の連携の下、体験学習が実施されています。例えば、３年生は地元の特産品を販売する会社「美処みすぎ」
を設立し、仕入れや接客、商品管理など、流通の仕組みを学び、修学旅行先の東京都で実際に販売を行いました。私たち
地域の大人は、生徒の皆さんが地元の産業や特産品の良さを再認識できるよう、サポートする形で関わっています。

”

中田  かほるさん 

美杉中学校
キャリア教育サポーター

今年1月、美杉中学校の地域資
源を生かしたキャリア教育が
文部科学大臣表彰を受けた。
中田さんは津市商工会美杉支
部長として、同校のキャリア教
育の主軸である体験学習をサ
ポートしている。

みどころ



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

ワイワイガヤガヤフェスタ2018 

津市民ギター 第28回定期演奏会

KAWAI Instructor,s Concert 2018

津城復元 桜待ちコンサート

和やか会カラオケの集い

2018カワイコンクール 受賞者記念コンサート

第41回津高音楽部コーラスコンサート

星合智美アンサンブルコンサートVol.2

前売り  1,300円
当日　  1,500円

前売り     500円
当日　     700円

前売り  1,000円
当日　  1,500円

一般     2,000円
高校生以下 500円

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

2

4

10

11

16

17

18

24

25

27

30

31

金

日

土

日

金

土

日

土

日

火

金

土

18:30

13:00

15:00

14:00

18:00

18:30

14:00

13:00

9:30

10:30

18:30

14:00

20:30

16:00

16:30

16:30

20:30

21:00

16:00

16:00

18:00

19:00

20:30

16:00

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

無　料

無　料

500円

無　料

無　料

520円

500円

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき１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２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１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２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
シングル券 2,000円
ペア券 　　3,000円
学生券 　　1,500円
学生ペア券 2,500円
当日券は各500円増し

月

2018

3

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
三重大学教育学部音楽教育コース
66期　090-4150-7557(清水)
市市民交流課
　229-3102
津市民ギター
　237-3416
三重県上映実行委員会
　226-4713(エスパプロ）

津リージョンプラザ
　229-3300

カワイ音楽教室
　059-351-2636

カワイ音楽教室
　059-351-2636

津リージョンプラザ
　229-3300
カラオケ喫茶スマイル
　268-3577(増田)
三重県平和大使協議会
　090-2610-8769(柴田)

津城復元の会 
　090-3933-6061(西田）

津高校音楽部
　228-0256(谷川）

カラオケ喫茶麗花
　245-5197

　090-1236-5512(濱口）

　090-7957-2638(池田）

　229-6217(星合)

　090-1564-1529(片山)

　090-1561-6518(若林)

入場料
■美里文化センター　文化ホール

18 日 9:00 15:00 無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

三重大学教育学部音楽教育コース66期
ファイナルコンサート

映画「いのちあるかぎり 木田俊之物語」
上映会とトークショー
名古屋芸術大学 三重県新人演奏会
アモーレ三重
津市民文化祭 音楽部門「軽音楽」
（第31回Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ！軽音楽）

津市民文化祭 音楽部門「三曲」  

第19回ふれあいスマイル発表会 

第３回新春安保講演会 

入場料
■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール　

11

18

25

日

日

日

13:00

9:20

14:00

16:00

18:00

16:00

無　料

無　料

1,000円 

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料
■河芸公民館　大ホール

4

11

日

日

9:45

9:30

17:00

17:00

無　料

無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

アームレスリング三重県大会および中部オープン

Ｈ３０新春チャリティカラオケ発表会「麗花祭」

美里文化協会発表会



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)・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)

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  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

全日本写真連盟久居支部
　090-7036-2712(西尾)

齋藤拙堂顕彰会 書道展担当
　224-3670(稲垣)

無　料

無　料

８日(木)～11日(日)
9:00～18:00
(11日は17:00まで）

９日(金)～11日(日)
10:00～17:00
(９日は12:00から
11日は16:00まで）
16日(金)～18日(日)
10:00～16:00
(18日は15:00まで）
21日(水・祝)～25日(日)
9:00～17:00
(21日は13:00から、
25日は16:00まで）
29日(木)14:00～17:00
30日(金)・31日(土)
10:00～16:00
4月1日(日)10:00～14:00

ギャラリー

ギャラリー

齋藤拙堂顕彰会
第１回小中学生書道展

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

２月27日(火)～４日(日)
9:00～17:00
(27日は12:00から、
４日は15:00まで）

カワイ音楽教室
　227-1288

松寿会デジタル画像部
　227-9561(小寺)

三重県自閉症協会
　234-9477(横山)

トータス21
　237-3298(片山）

さようなら原発三重パレード
実行委員会
　090-7912-7434(若原)

ＮＴＴOB 電々旧友会三重県
支部津地区
　256-6107(二郷)

トータス21写真展

カワイ絵画造形教室作品展 

さようなら原発市民作品展 

第27回ＮＴＴ-ＯＢ 作品展  

パソコンで描いたデジタル画像展

三重県自閉症協会作品展

９日(金)～11日(日)
9:30～16:30
(11日は14:00まで）

４日(日)
12:00～15:00

ギャラリー１   

ギャラリー２   河芸町陶芸サークル釉
　090-4854-6174(相川)

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

津リージョンプラザ
　229-3300

三重県高等学校演劇連盟
中南勢地区
　0595-21-9804(冨澤)

　293-2736(飯田)

入場料
■一志農村環境改善センター　多目的ホール

25 日 10:00 15:30 無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

津市民文化祭音楽部門「合唱音楽」

第35回三重県高等学校演劇大会 中南勢地区
春季大会

入場料
■白山総合文化センター　しらさぎホール

4

28

29

日

水

木

10:00

9:40

17:00

18:00

無　料

無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

一志文化協会舞台文化部発表会

　275-0729(井上)

入場料
■美杉総合文化センター　美杉の郷ホール

4 日 9:00 15:00 無　料

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

美杉文化協会芸能発表会

全日本写真連盟久居支部 支部展

河芸町陶芸サークル作品展

■一志農村環境改善センター
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

293-0301(田端)無　料
10日(土)・11日(日)
9:00～17:00
(11日は15:00まで）

多目的ホール一志文化協会美術文化部作品展



国保だより

折り込み紙
広報津

　国民健康保険(以下、国保という)は、地域住民
を対象に、各市町村単位で運営される医療保険制
度です。平成30年度から、市町村に代わり、都道
府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政
運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化
を図ります。市町村は引き続き、資格管理、保険
給付、賦課・徴収、保健事業などを担っていきま
す。運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方
や届け出などの窓口に変更はありません。

平成30年２月16日発行
平成30年 第１号
保険医療助成課

　229－3160　　229－5001
国保だより国保だより

入院したときの食事代が改正入院したときの食事代が改正

　世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的
に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった
世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で
３カ月間減免される場合があります。世帯主と被
保険者の所得など条件がありますので、詳しくは
保険医療助成課へお問い合わせください。
特別な事由
●火災などの災害で死亡したときや障がい者にな
　ったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこ
　とにより、所得が前年より３割以上減少したとき
●干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのた
　め、所得が前年より３割以上減少したとき
●上記に類する事由があったとき

一部負担金減免制度一部負担金減免制度

　入院したときの食事代は１
食当たりに定められた標準負
担額を自己負担し、残りは国
保が負担します。
　平成30年４月１日から、一
般所得区分に該当する人の標
準負担額が改正されます。た
だし、指定難病患者や小児慢性特定疾病患者、平
成27年４月１日以前から継続して精神病床に入院
している患者については負担額を据え置きます。

療養病床に入院したときの居住費が改正療養病床に入院したときの居住費が改正
　65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときに
は、食費と居住費の一部を負担しますが、居住費の
自己負担額が、平成30年４月１日から改正されます。

医療費通知を送付医療費通知を送付
　国保に加入中の人へ、３月上旬に医療費通知を
送付します。医療費通知には、前年中に医療機関
等での診療にかかった医療費の総額(10割の金額
で表示)、医療機関名、受診年月、日数などが記載
されています。健康や医療費の管理に活用してく
ださい。なお、津市の医療費通知は確定申告での
医療費控除の証明にはなりませんので、ご注意く
ださい。

ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付
　現在服用している医薬品をジェ
ネリック医薬品に切り替えた場
合、薬代が一定額以上軽減される
と見込まれる人を対象に、２月下
旬にお知らせを送付します。ジェ
ネリック医薬品とは、先発医薬品
(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効
能・効果)や規格などが同一であると認められた安
価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知ら
せは平成29年11月診療分について作成したもの
で、今後も年２回(２月と８月)の発送を予定して
います。詳しくはお知らせに記載されているコー
ルセンターへお問い合わせください。
対象者
　生活習慣病などの医薬品を長期に処方されてい
る20歳以上の人で、平成29年11月診療分の薬代
が100円以上軽減される見込みのある人

平成30年度から都道府県も
国民健康保険の保険者に
平成30年度から都道府県も
国民健康保険の保険者に

※70歳以上で、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人は、
　低所得者Ⅰと低所得者Ⅱに分かれます。必要経費などを差し引いた各所得が0円
　となる世帯に属する人が低所得者Ⅰで、それ以外の人が低所得者Ⅱです。

所得区分
標準負担額

360円      460円一般(課税世帯)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ  

90日まで
90日を超える

210円(変更なし) 
160円(変更なし) 
100円(変更なし)

過去12カ月
の入院日数

平成30年
３月31日まで

平成30年
４月1日から

所得区分
標準負担額

1日当たり370円
（変更なし）

1日当たり
200円

1日当たり
370円

1日当たり0円
（変更なし）

医療区分Ⅰ(Ⅱ・Ⅲ以外の人)

難病患者 

医療区分Ⅱ・Ⅲ
(入院医療の必要性の高い人)

平成30年
３月31日まで

平成30年
４月1日から
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　柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外
傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)
や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険
の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除い
て、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次の
ような場合は健康保険が使えませんのでご注意く
ださい。
健康保険の対象にならないものの例
●疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労
　など
●病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみら
　れない長期の施術
●保険医療機関(病院、診療所など)でも同じ箇所
　を治療している負傷など
●労災保険が適用される仕事中や通勤途上での
　負傷
注意事項
◆交通事故など第三者行為に該当する場合は、保
　険医療助成課へ連絡してください。
◆外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用でき
　ませんので、負傷原因を正確に伝えてください。
◆施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えら
　れますので、医師の診断を受けましょう。
◆領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。

柔道整復師の施術を受ける人へ柔道整復師の施術を受ける人へ

このようなときは届け出をこのようなときは届け出を

　世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的
に著しく減少し、保険料を納付することが困難に
なった世帯に対し、保険料が減免される場合があ
ります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせ
ください。
特別な事由
●火災などの災害で資産に重大な損害を受けたとき
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこ
　とにより、所得が前年より３割以上減少したと
　き(世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金
　額が400万円未満の場合に限る)
●被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保
　険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対
　象になったことで、その被扶養者が被用者保険の
　資格を喪失し、国保の被保険者になったとき
●生活保護法の適用を受けることになったとき

保険料減免制度保険料減免制度

世帯主による届け出の義務
　加入や喪失(離脱)、世帯の分離や合併など、家
族の中で国保の資格に異動がある場合は、その事
実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または
家族が届け出をする必要があります。

国民健康保険を喪失する人へ
　会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、
新しい保険証が届き次第、速やかに国保喪失の届
け出をしてください。
注意事項
◆14日を過ぎて国保加入の届け出があった場合、
　保険料は資格取得した月の分までさかのぼって
　納付していただくことになります。また、届け
　出が遅れたことにやむを得ない理由があると認
　める場合を除き、届け出日の前日までに医療費
　がかかった場合は全額自己負担になります。
◆国保喪失の届け出をするまでは、保険料が賦課
　されたままになっています。勤務先からの通知
　や手続きはありませんので、必ず個人で国保を
　やめる届け出をし、遅れたり、届け忘れたりし
　ないようにご注意ください。
◆国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定
　日)で喪失します。資格を喪失した後に国民健
　康保険被保険者証(以下、国保の被保険者証と
　いう)を使用した場合は無効になります。誤っ
　て使用したときは、市から医療機関などへ支払
　った医療費を請求する場合がありますので、ご
　注意ください。

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に国民健康保険の届け出は必ず14日以内に
●世帯主および被保険者のマイナンバーを記載する必要があり
　ますので、個人番号カードまたは通知カード(通知カードの
　場合は、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの
　も必要)をご用意ください。
●家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証
　も必要になる場合があります。

このようなとき
転入したとき 印鑑

子どもが生まれたとき 印鑑
印鑑、生活保護廃止証明書

印鑑、国保の被保険者証

他の健康保険を離脱したとき

生活保護法の適用を受けなくなったとき

日本在留期間が３カ月を超えていて、
津市で住民登録をしたとき

印鑑、健康保険の離脱（資格喪失）
証明書または離職票

死亡したとき 印鑑、国保の被保険者証

他の健康保険に加入したとき

生活保護法の適用を受けたとき

印鑑、国保の被保険者証、他の
健康保険の保険証

印鑑、国保の被保険者証、生活
保護開始証明書

在留カード・特別永住者証明書・
外国人登録証明書のうちいずれか
１つ、パスポート

加
　
入

喪
　
失

届け出に必要なもの

転出するとき
※修学または施設入所のため住民票
を異動する場合は、継続して加入でき
ますので、在学・入所を証明する書類
を添えて届け出てください。この届け
出をせずに転出した場合、国保の資
格を喪失する場合があります。

住所、氏名、または世帯主が変わったとき
世帯を分離または合併したとき

印鑑、国保の被保険者証
印鑑、国保の被保険者証

修学または施設入所のため市外へ
住民票を移すとき

印鑑、国保の被保険者証、在学・
入所を証明する書類

国保の被保険者証を紛失したり、汚れ
て使えなくなったとき

印鑑、使えなくなった国保の被保
険者証、本人を証明するもの

加
入
中
の
手
続
き



折り込み紙
広報津

消防団だより

　消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織
法に基づき、各市町村に設置する消防機関です。
所属する団員は、地域に密着し、各自の職業を持
ちながら「自分のまちは自分たちで守る」という
精神に基づき消防防災活動を行う権限と責任を有
する、非常勤特別職の地方公務員です。

◆災害発生時
　火災が発生した場合などは、自宅や職場から災
害現場へ駆け付けて消火活動や救助活動等を行い
ます。また、大規模災害発生時には、地域と連携
し救助活動や避難誘導等を行います。
◆平常時
　火災現場での消火
活動を想定した訓練
や各地域で開催され
る防災訓練等に参加
します。

消防団数　10方面団(津・久居・河芸・芸濃・美
　里・安濃・香良洲・一志・白山・美杉)
団員数　2,176人(うち女性消防団員144人)

　大学などに通学しながら、消防団活動に取り組
む制度で、地域社会に貢献した学生には、その功
績を認証します。この認証制度は、学生の皆さん
の就職活動の際に企業などに提出し、自己ＰＲに
活用することができ、雇用側にとっても、消防団

活動で培った団体行動や規律
を身に付けた人材を確保でき
るなど双方にメリットがあり
ます。

団員加入促進の取り組み

平成30年２月16日発行
消防団統括室

　254-1602　　254-1607

(平成30年１月１日現在)

消防団の活動
消防団活動消防団とは

津市消防団の状況

　近年、全国的に消防団員は減少傾向にあり、消防団員の高齢化、被雇用者率
の増加などの課題もあります。津市では、団員数は一定に保っているものの課
題への対応として、以下のような団員加入促進の取り組みを行っています。

学生機能別団員制度

　三重県、三重県消防協会と連携し、毎年２月を
消防団員入団促進キャンペーン月間とし、重点的
に入団促進に向けた取り組みを行っています。
と　き　２月24日(土)14時～16時
ところ　イオン津ショッピングセンター(桜橋三丁目)
内　容　啓発物品の配布、ミニ消防車に乗車、子
ども防火衣を着用しての写真撮影、新消防団員
活動服の着用体験、啓発用ＤＶＤの放映など

毎年２月は入団促進キャンペーン

　これまでは自営業者が多かった消
防団員も、今やサラリーマンが７割
を占めていることから、従業員が消
防団活動をしやすい環境を提供した
り、いざという災害時に消防・救助
面から、地域を守る活動に取り組む
事業所を顕彰し、「消防団協力事業所表示証」を交
付しています。協力事業所にもイメージ向上や地
域貢献できるなどのメリットがあります。

消防団協力事業所制度

消防団だより
～消防団って？～

消防団に入りたい！消防団に入りたい！
　津市消防団では、地域の安全と安
心を守る次世代の団員を随時募集し
ています。消防団の入団に関する相
談は、お近くの地域の消防団員、消
防署(所)または、消防団統括室まで
お問い合わせください。
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平成29年
火災・救急・救助概況

予防課　　（火災）

消防救急課（救急）
（救助）

平成30年２月16日発行
254-0356
256-7755
254-1600
254-1601
254-1607

　平成29年中の市内における救急出動件数は１万
4,901件で、前年に比べ185件増加し過去最多の
出動件数となりました。前年と比較すると、一般
負傷や急病の増加が見られました。
　事故種別で見ると、例年同様急病が9,331件で
最も多く、次いで一般負傷の2,368件、交通の
1,242件の順でした。また、搬送人員の約半数が
軽症者で占めており、中にはタクシー代わりとみ
られる救急事案も散見されました。
　救急車の適正利用にご協力をお願いします。

火災現場の様子

津市総合防災訓練の様子

区　分
火災件数合計（件）
　　建物火災（件）
　　　うち住宅火災（件）
　　林野火災（件）
　　車両火災（件）
　　その他の火災（件）
死者（人）
　　うち住宅火災（人）
負傷者（人）

火
災
種
別

主
な
事
故
種
別

主
な
事
故
種
別

　121
54
30
8
10
49
3
3
11

　112
40
32
2
16
54
3
3
12

　9
14
▲2
6
▲6
▲5
0
0
▲1

平成29年 平成28年 増　減

区　分 平成29年 平成28年 増　減

区　分 平成29年 平成28年 増　減

出動件数（件）
搬送件数（件）
搬送人員（人）
　　交通（件）
　　一般負傷（件）
　　急病（件）

出動件数（件）
搬送件数（件）
搬送人員（人）
　　火災（件）
　　交通事故（件）
　　水難事故（件）
　　建物などによる事故（件）

　14,901
13,600
13,733
1,242
2,368
9,331

　14,716
13,405
13,591
1,290
2,213
9,197

　185
195
142
▲48
155
134

　129
89
102
1
71
4
28

　137
75
85
1
81
10
11

　▲8
14
17
0

▲10
▲6
17

平成29年の
火災・救急・救助概況

火災

救急

救助

▲ は減少を示します。平成29年中の数値は速報値です。

▲ は減少を示します。平成29年中の数値は速報値です。

▲ は減少を示します。平成29年中の数値は速報値です。

　平成29年中に市内で
発生した火災は121件
で、前年に比べ９件増
加しました。火災の種
別で見ると、建物火災
は54件で、そのうち住
宅火災は30件でした。また、火災による死者は３
人で、全て住宅火災によるものでした。
　住宅火災の中には住宅用火災警報器が作動し、
早期に119番通報、消火、避難ができたことで大
事に至らなかった事例がありました。大切な命と
財産を守るためにも住宅用火災警報器を設置し、
適切に維持管理しましょう。

　平成29年中の市内に
おける救助出動件数は
129件で、前年に比べ
８件減少しました。事
故種別で見ると、最も
多かったのが交通事故の71件で、全体の55％を
占めています。
　また、28件発生した建物などによる事故は、施
錠された建物から自力で脱出(解錠)できない人を
救助した事案などです。
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第24号
平成30年２月16日発行
教委人権教育課

　229－3253　　229－3017

　人は、誰もが幸せに暮らす権利を持っていま
す。その権利を奪う行為が、いじめや差別です。
いじめや差別という行為がある限り「誰もが安心
できる社会」は絶対に訪れません。
　「自分は他の人より優れていると思いたい」と
いう気持ちが、他人を見下す意識を生んでしまう
ことがあります。また、周りから偏見や差別を
「当たり前のこと」のように刷
り込まれてしまっていたりし
て、時には自身の差別意識に気
付かずに差別をしてしまうこと
があります。
　また、いじめや差別に気付い
ていても「自分はいじめられた
くない」「自分を守りたい」と
いう気持ちから見て見ぬふりを

してしまい、いじめや差別を広げてしまうことが
あります。
　部落問題については50年以上も前に「部落差
別の解消は、国民的な課題で国の責務」とされ、
長年にわたり啓発や教育が行われてきました。そ
うした取り組みによって、今ではほとんどの人が
「差別は絶対に許されない」と考え、この問題は

確実に解決へ向かって進んでき
ています。
　しかし、差別をしている人
や、差別を許している人がいま
だにいることで、結婚や就職に
不安を感じている人たちがいる
ことも事実です。誰もが幸せに
暮らせる社会をつくっていくの
は、私たち自身です。

誰もが幸せに暮らすために大切なこと
～「部落差別解消推進法」を知っていますか～

不当な差別行為が周りにありませんか？
　皆さん、部落差別はまだあると思いますか？
中には、部落差別は昔の話で今はもう無くなっ
たという人もいます。また、取り立てて問題視
するから無くならないんだという人もいます。
　では、実際のところはどうなのでしょうか？
　昨年施行された「部落差別の解消の推進に関
する法律(部落差別解消推進法)」の第１条に
は、「この法律は、現在もなお部落差別が存在
するとともに(以下略)」と明記されています。
　確かに、ひと昔前のようにどこかに落書きさ
れたりとか、ビラがまかれていたりといったこ
とは少なくなったのかもしれません。しかし、
インターネットなどの電子空間で差別行為をす
るなど、現在ではその状況が変わってきてはい
るものの、残念ながら差別は実際にまだ残って
いるのです。いまだに根深く存在することで、
不合理な差別を受けたり、不安な思いをさせら
れたりしている人たちが実際にいます。

　国や県あるい
は市の行政機関
では、部落差別
に限らず、あら
ゆる差別事象に
対して、それぞ
れ相談窓口を設
置しています。
　津市人権課の
人権相談窓口で
は、名前や住所、年齢、性別などプライバシー
の保護には十分配慮しており、対面相談のほか
にも電話やファクス、電子メールなどさまざま
な手段でご相談いただけます。
　もし、あなたの周りで不当な差別を見たり、
実際に差別を受けたりした場合は、遠慮せずに
同折り込み紙中面に掲載の相談窓口に相談して
ください。
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津地方法務局を訪問しました
　近年、国会では差別や偏見のない社会を目指し
て議論が行われ、人権に関する法律が次々と成立
しています。その中で、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律※１」(障害者差別解消
法)が平成28年４月１日に施行、特定の人種や民
族への差別を解消するため「本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律※２」が平成28年６月３日に施行、
「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28
年12月16日に公布・施行されました。今回のあ
けぼのでは、津市にある津地方法務局を訪問し、
施行されて１年を経過した「部落差別解消推進
法」の趣旨や取り組みについてお聞きしました。

不動産の登記や会社・法人登記、戸籍・国籍、供託、人権擁護、訟務など、さまざまな
業務があります。

　　　　正式には「部落差別の解消の推進に関する法律」と言います。この法律にも記されているよ
　　　　うに、現在もなお部落差別は存在しています。この法律の目的は、簡単にいえば、現在もなお
部落差別が存在することを踏まえて、部落差別のない社会を実現することなんです。

Q1
A

A

ここでは、どんな仕事をされているのですか？

　　　　結婚における差別、差別発言、差別落書きなどが報
　　　　告されています。また、最近は情報化の進展とともに
状況も変わってきており、インターネットを
使った人権侵害も起きています。

Q3 どんなことが起こっているんですか？

Q4 そのようなことをなくすために、何が必要ですか？

　　　　人権擁護機関では、本法施行前から、同和問題に関する差別意識
　　　　の解消のため、「同和問題（部落差別）に関する偏見や差別をなくそ
う」を啓発活動年間強調事項の一つとして掲げ、引き続き人権啓発および人
権相談などを適切に行うべきものと考えています。

Q2 平成28年12月に、「部落差別解消推進法」という法律ができまし
たが、「部落差別」って、今もあるのですか？

A

A
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※１ 障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律
　この法は、全ての国民が、障がいの有無に
よって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
に向け、障がいを理由とする差別の解消を目
的としてつくられました。
　行政機関や事業者に、障がいを理由とする
「不当な差別的取扱い」を禁止することや障が
いのある人に「合理的配慮」を行うことなど、
障がいを理由とする差別の禁止に関するより
具体的な規定を示し、それが順守されるため
の具体的な措置などを定めたものです。平成
25年６月26日に公布され、平成28年４月１
日に施行されました。

※２ 本邦外出身者に対する不当な差別的言
動の解消に向けた取組の推進に関する法律
　この法律は、適法に居住する本邦外出身者
やその子孫を地域社会から排除することを扇
動する不当な差別的言動に対して、そのよう
な差別的言動は許されないことを宣言すると
ともに、そうした差別的言動の解消に向けた
取り組みについて、基本理念を定め、国などの
責務を明らかにしたものです。
　この法の中で、本邦外出身者に対する不当
な差別的言動を、「本邦外出身者に対する差別
的意識を助長し又は誘発する目的で公然とそ
の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害
を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著し
く侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域

の出身であることを理由として、本邦外出身
者を地域社会から排除することを扇動する不
当な差別的言動」と定義しています。平成28
年６月３日に公布・施行されました。

平成28年度に施行された人権に関するその他の法律について

　　　　一人で悩まずに、相談してください。法務局では、「みんなの人権１１０番」や「インターネット人
　　　　権相談受付窓口」で相談を受け付けています。インターネット上の人権侵害については、被
害者に対する削除方法などの説明やサイト運営者等に対する削除要請を行っています。

Q5 もし、差別的な行為を見かけたり、自分が受けたりしたら、どうし
たらいいですか？

みんなの人権110番　　　　　　0570-003-110 インターネット人権相談受付窓口
三重県人権センター相談電話　　233-5500
津市人権課　　　　　　　　　　229-3165　　229-3366

人権相談窓口

法務省　人権相談

A
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16
すべての中学校区で行われています！
中学校区子ども人権フォーラム

子ども人権フォーラムの様子

子ども人権フォーラム参加者の声
●見た目で判断してはいけない。一人一人が
　お互いを分かり合うこと、それぞれの居場
　所をつくることが大切だと感じた。
●自分の周りでいじめが起きないように、自
　分もできることをしていこうと思った。
●自分がしてしまったこと、自分がされたこ
　とを発表してくれました。あまり話したく
　ないこともあったのに、私たちを信用して
　話してくれたのは、とてもうれしかった。
●みんなが真剣に見てくれたり、うなずいて
　くれたりして、聞いてもらうことを気持ち
　よく感じました。
●中学生の先輩や他の小学校の人たちと話し
　合いをして、もっと人の気持ちを考えて行
　動したいと思った。

誰が参加しているの？

どんなテーマで話し合っているの？

　主に小学６年生の児童と中学生が参加してい
ます。校区によっては、全員参加のところもあ
れば、代表者同士で行うところもあります。

子ども人権フォーラムって何なの？
●自分たちの身の回りや社会にある人権課題に
　ついて話し合い、自分の考えや願いを確かめ
　合ったり、深め合ったりする中で、差別をな
　くしていこうとする生き方を考える。
●普段の学校生活の中でおかしいと思っている
　こと、それに対する自分たちの思いや考えを
　語り合う中で、学校や校種を超えたつながり
　をつくる。
　これらを目的として、年に１回、中学校区ご
とに小学生と中学生が集い、身近な人権課題な
どをテーマに話し合いをしています。

　身近な人権問題や、いじめ、仲間のつながり
などをテーマに、子どもたちがそれぞれの学校
で話し合ったり、学んだりしたことを基に話し
合っています。
《昨年度のテーマから》
●信頼できる友達・仲間とは
●今、私たちにできること。違いを認め合うた
　めに
●障がい者の人権
●外国人への決めつけ
●人権学習を通して学んだこと

　設定したテーマに基づき中学生が進行し、グ
ループで討議する形式が多いです。各学年が取
り組んだ人権学習の発表や、人権講演会・代表
児童生徒のパネルディスカッションなどの形で
進められることもあります。
　話し合いの中で、小学生から中学生に「こう
した方がいいと分かっているけど、次に自分が
何か言われるのではないかと思うと勇気が出な
い。先輩たちならどうしますか」などの問い掛
けに対し、中学生が自分の経験を通して答えて
いく姿が見られます。
　また、参加した子どもたちが、フォーラムで
学んだことや感じたことを、それぞれの学級や
学校で報告するだけでなく、自分の学級や学校
の取り組みをリードしていく姿があります。
　津市では全ての中学校区で、子ども人権
フォーラムを小学校から中学校卒業までの９年
間を通して積み上げていく人権教育の取り組み
の一つとして位置付けています。
　今後もこの取り組みが、子どもたちの生き方
に響くものになるよう、その内容の充実を図っ
ていきます。

どんなふうに進められているの？
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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　河芸保健センター先着25人、久居保健セ
　ンター先着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　２月23日(金)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
（３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

14日（水）
13 ： 30～
15 ： 00
23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

28日（水）
10：00～
11：45

妊婦さんと赤ちゃんのお口
の健康（歯科衛生士）

久　居

14日（水）
13：30～
15：15

妊娠中の食事について
（栄養士）

ところ
（保健センター名）

とき
（３月） 内容など

肝臓からのSOSに
気付きましょう！

皆さんは、あいさつをしていますか？
　あいさつをすると「気持ちがいい」「笑顔になれる」
「会話が始まるきっかけになる」、あいさつをされると
「うれしい」「安心感が得られる」という効果があり、
人間関係を築くきっかけになります。下のグラフのよ
うに１割程度の人は、近所付き合いがないという結
果でした。まずは、あいさつから始めてみませんか？

　ウイルス性肝炎の感染者はＢ型・Ｃ型肝炎合
わせ、約300～370万人存在すると推定されてい
ます。肝臓は沈黙の臓器です。ウイルス性肝炎が
進行していても、自覚症状がないまま、肝硬変や肝
がんを発症する場合があります。早期発見・治療に
つなげ、肝炎の重症化を防ぎましょう。
肝炎ウイルス検診について
　津市では、肝炎ウイルス検診（血液検査）にてB
型抗原・C型抗体検査を実施しています。対象や
受診方法については健康づくり課（　229-3310）
へお問い合わせ下さい。

　肝炎ウイルス検診で陽性と判定
されたら、医療機関を受診し治療および経過観察
を受けましょう。
　三重県では、肝炎ウイルス検査陽性の人へ検査
費用の一部または全額を助成しています。また、根
治を目的とした治療にかかる医療費（保険適応分）
を助成する制度もあります。詳しくは津保健所（　
223-5184）へお問い合わせください。

【津市第３次健康づくり計画策定アンケート結果（H27）より】

近所の人とどの程度付き合いをしていますか
無回答
2.4％ 日頃から

助け合っている
11.6％

気の合った人とは
親しくしている
20.3％顔が合えば

あいさつはする
56.0％

ほとんど
付き合わない
6.2％

近所にどんな人が
住んでいるのか
わからない 3.5％

第３次健康づくり計画
ワンポイントアドバイス

検査で陽性と
判定されたら
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女性の健康週間
３月１日～８日は 　女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすた

めに、生活の場(家庭、地域、職域、学校)を通じて、女性のさまざまな健康
問題を社会全体で支援しましょう。

　日本では、平成２8年には約２万1,700人が、三重県
では約３0０人が自殺によって尊い命を落としています。
　「死にたい」と悩んでいる人の多くは、「死ぬしかな
い」と「なんとか生きたい」という気持ちとの間で激し
く揺れ動き、その気持ちが言葉や行動の変化（不眠、
体調不良、感情の不安定さなど）となって自殺の危険
性を示す何らかのサインを発するといわれています。

■ あなたにもできる自殺予防のための行動
《気付き》～家族や仲間の変化に気付いて、声を掛ける～
《傾聴》～本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける～
《つなぎ》～早めに専門家への相談につなげる～
《見守り》～温かく寄り添いながら、じっくりと見守る～
　あなたと大切な人の尊い命を守るために、一人
一人ができることを考えていきましょう。

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれ
昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれ
昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生まれ
昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれ
昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ
昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生まれ
大正11年４月２日～大正12年４月１日生まれ
大正６年４月２日～大正７年４月１日生まれ

年　齢 生年月日

対　象　津市に住民登録があり、過去に１回も肺
炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない人
で、（１）または（２）に該当する人　※定期接種
は１回限り

（１）次の表の生年月日に当てはまる人

※上の表に当てはまる人には、昨年４月下旬に案
内通知を郵送しました。転入や紛失などで通知

がない人は、健康づくり課(　229－3310)へお
問い合わせください。

（２）接種日当日に60～64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される人

接種期間　３月31日(土)まで
接種回数　１回
接種場所　県内の協力医療機関
自己負担額　2,500円　※生活保護受給者は、自
己負担額の免除がありますので、必ず「被保護
証明書」を医療機関へ提出してください。
接種時の持ち物　健康手帳、予診票、保険証など
住所が確認できるもの

※定期接種の対象にならない65歳以上の人には費
用助成の制度があります。過去に１回でも肺炎
球菌ワクチン(23価)を接種した人は対象外です。

高齢者肺炎球菌ワクチン 定期接種のお知らせ

３月は自殺対策強化月間 あなたと大切な人の命を守るために

日本脳炎予防接種のご案内

　平成17～21年の積極的勧奨差し控えにより、日本
脳炎の１期(３回)、２期(１回)の予防接種を完了して
いない人は、対象年齢によって、特例で定期予防接種
として受けることができますので、各保健センターへ
お問い合わせください。

　対象者は体調の良いときに接種を受けましょう。
予診票がない人は母子健康手帳で予防接種歴を確
認の上、各保健センターへお問い合わせください。

　日本脳炎ウイルスは豚の体内で増殖し、蚊を媒介して
人に感染します。蚊が増える夏になる前に、予防接種を
受けて免疫をつけましょう。

１期
初回
１期
追加

２期

２回 生後６カ月以上
90カ月未満
生後６カ月以上
90カ月未満

標準的な接種期間対　象接種回数

３歳以上４歳未満

４歳以上５歳未満

９歳以上10歳未満９歳以上13歳未満

１回

１回

　１月１６日発行の「健康づくりだより」で案内しました「休日診療している市内の医療機関」の中で
佐藤歯科医院の掲載内容に誤りがありましたので、おわびして訂正します。正しくは、以下のとおりです。

※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、必ず事前に確認の上で受診してください。

おわび

診療科目診療区分 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

佐藤歯科医院 ９時～12時30分
14時30分～18時30分歯　科祝日に診療 上浜町二丁目196－1 225－0704
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図書館たいむず図書館たいむず 3月
March

2018月刊

●３月４日(日)･･･アニメ「セロひきのゴーシュ、 
　りゅうの目のなみだ」(計40分)
●３月18日(日)･･･まんが日本昔ばなし「花咲か爺
　さん、夢を買う、さるかに合戦、たのきゅう」
　(計50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)

　中学生以上の人を対象に、パスワードを登録
することで次のサービスが利用できます。
津市図書館ホームページサービス
●図書の予約
●貸出・予約状況の確認
●貸出期間の延長(ただし、予約の入っている資
　料や視聴覚資料、市外の図書館から借りてい
　る相互貸借資料は延長ができません。朝５時
　30分から翌日の深夜２時まで利用できます）
メール配信サービス
　メールアドレスを登録することで、次のサー
ビスをメールで受信できます。
図書館からのメールの種類
●予約通知(確保後７日を過ぎると予約は解除さ
　れます)
●新着情報
●図書館メールマガジン「そうだ、図書館へ行こう！」
※登録や利用について詳しくは津市図書館まで
　お問い合わせください。

WEBサービスのご案内

●おはなし会スペシャル(無料)●おはなし会スペシャル(無料)

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

と　き　３月17日(土)14時～
ところ　きらめき図書館えほんのへや
内　容　ボランティアグループまじっくぼっくす 
　による春のお話がいっぱいのスペシャル版
問い合わせ　同図書館(　292-4191)

と　き　３月28日(水)13時30分～
ところ　白山総合文化センター多目的室

問い合わせ　うぐいす図書館(　262-5000)

●まじっくぼっくすのおはなし会(無料)●まじっくぼっくすのおはなし会(無料)

と　き　３月25日(日)11時～11時30分
ところ　河芸図書館１階ロビー
内　容　オカリーナ河芸によるオカリナ演奏｢ア 
　ンパンマンのマーチ｣｢花は咲く｣
問い合わせ　同図書館(　245-5300)

●オカリナ ミニ・コンサート(無料)●オカリナ ミニ・コンサート(無料)

と　き　３月10日(土)11時～
ところ　一志図書館おはなしコーナー
内　容　ボランティアグループひなたぼっこによ 
　るストーリーテリング(素語り)のスペシャル版
問い合わせ　同図書館(　295-0116)

●ひなたぼっこの春のおはなし会(無料)●ひなたぼっこの春のおはなし会(無料)

●おはなし会はるやすみスペシャル(無料)●おはなし会はるやすみスペシャル(無料)

●官報をご利用ください●官報をご利用ください

　津市立の図書館では、学校や事業所などの団体向
けに図書を貸し出していますのでご利用ください。
　なお、各図書館の規模により貸出冊数が異なり
ますので、申し込み方法など詳しくは各図書館へ
お問い合わせください。

●団体貸出をご利用ください●団体貸出をご利用ください

と　き　３月17日(土)14時30分～15時30分
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　久居おはなしの会かたつむりによるおは
　なし会のスペシャル版(絵本、紙芝居、人形劇など)
定　員　先着80人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

　官報は、政府情報の公式な伝達手段として、内
閣府が行政機関の休日を除き毎日発行しています。
　新しい法令が載った官報が国立印刷局の掲示板
に貼られた時点で、法令が公布されたことになる
など、官報は新しい法令をいち早く知らせる重要
な役割を果たしています。
　官報は津図書館で直近10年分を、久居ふるさと
文学館では直近５年分を保存しています。また津
図書館２階レファレンス室では、日付やキーワー
ドを指定して検索・閲覧できる「官報情報検索
サービス」が利用できます。



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

３月のおはなし会など３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

ひなたぼっこの春のおはなし会
（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） 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～

22日(木)15時～

31日(土)15時～

7日(水)・21日(水・祝)いずれも15時～

10日(土)15時～

12日(月)10時30分～

24日(土)15時～

28日(水)11時～

15日(木)10時～

18日(日)11時～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10日・24日いずれも(土)11時～

24日(土)14時～

17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～

7日(水)・14日(水)・21日(水・祝)いずれも15時～

2日(金)11時～　

3日(土)14時30分～　　　　　　     

4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

図書館職員

マザーグース

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

Maimaiくらぶ

やまびこ会

図書館職員

まじっくぼっくす

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

図書館職員とボランティア

きいろいぼうし

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）
春のおはなし会
（絵本、パネルシアターなど)
小学生春のおはなし会
（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)

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、わらべ歌など）

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）

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、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
14日(水)10時30分～　
※美里文化センター２階学習室で開催

３月 図書館カレンダー３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
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

月

5
12
19
26

火

6
13
20
27
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