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総合受付

0120-145-345
平日9時～22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 ※本広告は，平成30年4月時点のものです

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＞
小島隆太郎 ＜名古屋＞

西尾  有司 ＜東　海＞
上田  佳孝 ＜名古屋＞
内堀  昌樹 ＜名古屋＞

森田  清則 ＜名古屋＞
寺井  　渉 ＜東　海＞
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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＞

（株）心相続 他（株）心会計
司法書士 飛鳥井顕＜愛知県＞

表紙 ４月１日にオープンした津市三重武道館弓道遠的場。オープンを前に竣工式や弓道団体関係者による矢渡しが行われました(３月31日 栗真中山町)
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公共交通を未来に残そう！
路線バスをご利用ください
公共交通を未来に残そう！
路線バスをご利用ください
平成30年度  三重短期大学 
地域連携講座・オープンカレッジ
平成30年度  三重短期大学 
地域連携講座・オープンカレッジ
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路線バスをご利用ください
公共交通を未来に残そう！

問い合わせ　交通政策課　　229－3289　　229－3336

　バスは、車などの移動手段を持たない学生や高齢者等にとって不可欠な移動手段であるととも
に、多くの人が乗り合うと、それぞれが車を使用するよりも排出されるCO2が少なくなるので、
環境に優しい乗り物といえます。しかし、路線バスの利用者は減少傾向にあり、近年では廃止や
減便となる路線が出てきています。
　路線バスを津市の未来に残していくためにも、ぜひご利用ください。

シルバーエミカ　市内に在住の65歳以上の人
を対象に、津市オリジナルＩＣカード「シルバーエ

ミカ」を交付しています。このカードには、三重交通バスと、
ぐるっと・つーバスで、１ポイント１円相当の乗車料金とし
て利用できるポイントが年間2,000ポイントを上限に付与
されます。また、カードの提示により津市コミュニティバスに
無料で乗車できます。
※シルバーエミカの交付にはマイナンバーカードが必要

わたしの時刻表　津市では、バスや鉄道を利用
して外出する人を対象に、目的地までの乗り継ぎ
や発着時刻などをまとめた「わたしの時刻表」を
作成しています。希望者は交通政策課または各

総合支所地域振興課へご相談ください。
　　　　

市内を走る路線バス

利用しよう！お得で便利な津市の交通サービス

　車は便利な移動手段だけど、過度な利用は
環境破壊や公共交通の衰退などさまざまな
問題をもたらす可能性があるんだ。そこで、津
市ホームページ「クルマのかしこい使い方を
考えよう！」では、一人一人に車の使い方につ
いて考えてもらうため、アンケートを実施して
いるよ。回答者は公共交通に関するおみくじ
を引くことができるんだ。ぜひチェックしてね。

みんなで考えよう！
モビリティマネジメント

バスの種類

三重交通バス

ぐるっと・
つーバス

津市
コミュニティバス

利用方法 運賃・割引制度など
　乗るとき
後ろのドアから乗り、整理券を取る。ＩＣカードの場
合は、読み取り機にＩＣカードをタッチ。
　降りるとき
降りたいバス停が車内放送されたら、降車ボタンを押
す。運賃表示器で運賃を確認し、運賃箱に整理券とお
金を入れ、前のドアから降りる。ＩＣカードの場合
は、読み取り機にＩＣカードをタッチ。

　乗るとき
後ろのドアから乗る(整理券なし)。ＩＣカードの場合
は、読み取り機にＩＣカードをタッチ。
　降りるとき
降りたいバス停が車内放送されたら、降車ボタンを押
す。運賃箱にお金を入れ、前のドアから降りる。ＩＣ
カードの場合は、読み取り機にＩＣカードをタッチ。

地域やルートによって異なるため、詳しくは各総合支
所地域振興課へお問い合わせください。

乗車した距離により異なる
小学生：半額(10円未満は切り上げ)
１歳以上～小学生未満：半額(小学生以上の同伴者がいる
　場合、同伴者一人につき一人は無料)
１歳未満：無料
●障がい者や運転免許証返納者を対象とした割引あり
●ＩＣカード利用による割引あり
●各種定期券を販売
※詳しくは三重交通(Ｔ233－3501)へお問い合わせください。

100円
小学生未満：無料

200円(美杉地域は乗車した距離により異なる)
小学生：半額
小学生未満：無料
●シルバーエミカの提示で無料
●定期券と回数券を販売
●障がい者を対象とした割引あり

市内を走る路線バスの一例

津市モビリティマネジメント│
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地域連携講座・オープンカレッジ
地域の身近な話題を専門家が分かりやすく解説
平成30年度
三重短期大学

問い合わせ　三重短期大学　　232－2341　　232－9647

三重短期大学オープンカレッジ

三重短期大学地域連携講座

　三重短期大学では、地域の身近な話題を三重短
期大学の教員や専門家が分かりやすく解説する
「地域連携講座」と、市民の皆さんが大学の講義
を気軽に体験できる「オープンカレッジ」を開設
します。

　年末になるとノーベル賞で一躍脚光を浴びるス
ウェーデンとは、どういう国なのでしょうか。
ヨーロッパにありながら200年以上も平和を維持
し続け、ジェンダー平等でも絶えず世界トップク
ラス。社会保障・福祉の水準も非常に高く、教育
費は無料で、奨学金も充実しています。
　本講義では、個性を発揮する若者や活躍する女
性、そして安心して老後を過ごす高齢者の生活な
どについて、日本との違いを浮き彫りにします。
と　き　９月29日(土)13時30分～15時30分
ところ　三重短期大学校舎棟４階 45番教室
定　員　80人
講　師　猿田正機さん(中京大学名誉教授)
　※案内役は杉山直(法経科准教授)

　全国の都市が目指している「コンパクトなまち
づくり」とはどのようなものなのでしょうか。本
講義では「地域拠点」に着目し先進自治体の取り
組みを紹介し、その実現に向けて考えていきます。
と　き　10月27日(土)13時30分～16時
ところ　三重短期大学校舎棟４階 45番教室
定　員　80人
講　師　野嶋慎二さん(福井大学大学院工学研究
科建築建設工学専攻教授)　ほか４人
　※パネルディスカッション形式、案内役は小野
寺一成(生活科学科准教授)

時　間　
　第１講座13時
30分～15時、
第２講座15時
15分～16時45分(開始時刻の30
分前に開場)
※全講座受講が原則ですが、希望す
る講座を選んで受講することもで
きます。
※７月７日は13時15分から入学
式、11月３日は16時45分から終
了式(８講座以上受講した人に修
了書を交付)を行います。
ところ　三重短期大学校舎棟４階
45番教室
定　員　80人

申し込み　郵送または電話、ファクス、Ｅメールで、
希望の講座名と開催日、住所、氏名、電話番号を
三重短期大学地域連携センター(〒514-0112
一身田中野157、　232-2341＠city.tsu.lg.jp)へ
　※受講はがきなどは送付しません。

と　き 講　座 講　師 テーマ

「福祉国家・スウェーデン」と「企業社会・日本」 地方都市における持続可能な「コンパクト
＋ネットワークシティ」の形成に向けて
～多核ネットワーク型都市を形づくる「地
域拠点」に着目して～

第１講座

第２講座

第１講座

第２講座

第１講座

第２講座

第１講座

第２講座

第１講座

第２講座

田添篤史
（法経科准教授）

相川悠貴
（生活科学科助教）

阿部稚里
（生活科学科准教授）

杉野香江
（生活科学科助教）

今本幸平
（法経科准教授）
立石芳夫
（法経科教授）

武田誠一
（生活科学科准教授）

川上生馬
（法経科講師）
橋本博行
（生活科学科教授）
北村香織
（生活科学科准教授）

食品中に含まれる体に良い成分、
良くない成分

「地域共生社会」について考える

妊娠期に気を付けたい食生活

骨の健康を守るために

音楽を通してみるドイツ語の詩
～ゲーテの「魔王」を中心に～

地方議会のいま

合理的配慮とは何か？～生きやす
い社会と仕組みをつくるために～

日本経済はなぜ「停滞」したのか

７月７日㈯

８月４日㈯

９月１日㈯

10月６日㈯

11月３日（土・祝）

頭と体を良くする運動と栄養

相続の仕組みについて
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問い合わせ　農業委員会事務局　　229－3176　　229－3168

地域の農地を守り、生かすために

津市農業委員会の活動を紹介
　農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借・転用の許可、遊休農地の調査などを中心
に、農地に関する事務を行う行政委員会として市町村に設置されています。
　農業は、全国的に農業者の高齢化や担い手不足による農業人口の減少、耕作されていない遊休
農地の増加、獣害などの問題を抱えています。このような問題をそのままにしておけば、事態は
加速化し農業自体を衰退させるため、津市農業委員会は地域の農地を守り生かす取り組みを進め
ています。

津市農業委員会の活動

●担い手農家への農地集積 
　耕作者が高齢となり耕作で
きなくなった農地を、農地利
用最適化推進委員が所有者に
了承を得て、担い手農家にあっせんを行い、
耕作を引き受けてもらえることに。

　津市農業委員会は、市長が任命する農業委員
24人と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化
推進委員86人で構成し、総勢110人で活動して
います。

委員選任の流れ

▶主な活動
農地部会～農地法に基づく許可など～

　農地の利用状況を把握するため、年間を通
じて農地パトロールを実施しています。その
結果利用されていない農地については、所有
者への聞き取りや耕作再開への働き掛けを
行っています。

農地パトロールなど

●遊休農地の解消
　農地利用最適化推進委員が地域と協力
し、これまで荒れていた農地の所有者に粘
り強く声を掛け、草刈りなどの保全管理や
耕作再開につなげ、遊休農地を解消。

before after

これらの取り組みから・・・これらの取り組みから・・・

市長
同意

任命 委嘱

農業委員 農地利用最適化
推進委員

市議会

農業委員会

地域の農業者や農業団体など
推薦・公募

　津・河芸・芸濃・
美里・安濃・香良洲
地域の担当委員14
人と、久居・一志・
白山・美杉地域の担
当委員10人で構成する２つの部会がありま
す。農地から宅地への転用申請が提出された
場合など、周辺農地への影響がないか現地を
確認するとともに、月１回会議を開催し許可
などの業務を行っています。
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津市在宅療養支援センター│

デザインを一新！

総合文化誌「津市民文化」第12号を販売
3

TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3344

　特集「駅 行き交う人と刻」では、懐かしい駅舎
の写真とともに駅やまちの移り変わりを、「地域と
学び舎」では学校の統廃合の現状など、さまざま
な話題を紹介します。その他、市内の風景写真、
津市で活動する皆さんへの取材記事、市民の皆さ
んから寄せられた短編小説・エッセイ、短歌、俳
句、川柳、詩、連句などを掲載しています。
販売価格　１冊500円
販売開始日　６月１日(金)
販売場所　文化振興課(津リージョンプラザ１階

総合管理事務室)、教委生涯
学習課(市教育委員会庁舎２
階)、各総合支所地域振興
課、アストプラザオフィス、
芸濃総合文化センター、サ
ンヒルズ安濃、白山総合文
化センター
次の書店でも販売　青山書店
(羽所町)、三和書店(一身田町)、金青堂書店(久居
本町)、別所書店(修成店、津駅店、イオン津店)

「津市在宅療養支援センター」をご利用ください
2

TSU NEWS

問い合わせ　地域包括ケア推進室　　229-3294　　229-3334

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく
暮らせる社会を目指す「地域包括ケアシステム」
構築のための医療・介護の連携拠点として、津地
区医師会と久居一志地区医師会の協力の下、「津
市在宅療養支援センター」を運営しています。
　専門職員が地域包括支援センターや地域の医

療・介護関係者などと連携し、医
療と介護サービスの両方を必要と
する皆さんの在宅療養生活をサ
ポートします。お気軽にご相談く
ださい。

津市在宅療養支援センター
相談日　月～金曜日９時～17時(祝・休日、年末
年始を除く)
住　所　久居本町1400-2(久居一志地区医師会館２階)
問い合わせ　Ｔ255-1300 　Ｆ255-1350　
　　　　　　　tuzaitaku@zc.ztv.ne.jp

時　間　いずれも13時30分～15時
ところ　高田本山専修寺宗務院
　２階第１会議室(一身田町)
対　象　全４回の講座を受講で
　きる人
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　５月31日(木)

国宝指定記念連続講座「専修寺を知る」
問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229-3257

　県内初の国宝建造物 御影堂・如来堂がある専修
寺の魅力を、さまざまな角度から学べる講座です。

1
TSU NEWS

例えばこんなご相談をお受けします
●退院後の在宅療養生活について相談したい
●訪問診療してくれる医療機関を教えてほしい
●在宅での緩和ケアやみとりについて相談したい

医療と介護サービスを必要とする皆さんへ

とき（全４回） 演題・講師

６月23日㈯ 「真宗高田派の展開と伊勢国」
山田雄司さん（三重大学教授）

７月28日㈯
「専修寺伽藍配置の特色」
菅原洋一さん（専修寺御影堂・如来堂調
査委員会委員長）

８月25日㈯ 「御影堂・如来堂の建築的特質」
黒田龍二さん（神戸大学大学院教授）

９月29日㈯ 「専修寺の宝物」
新光晴さん（専修寺宝物館主幹）

とき
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市民税課
　229－3130　　229－3331

個人市民税・県民税の
給与からの特別徴収

観光振興課
　229－3170　　229－3335

津のまち音頭～つぅ津々浦々～
踊り講習会

収税課
　229－3135　　229－3331

軽自動車税の納付

議会事務局
　229－3222　　229－3337

ぜひ傍聴を
平成30年第２回津市議会定例会

久居総合支所地域振興課
　255－8812　　255－0960

ひさい音楽祭出演団体

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市国際交流協会共催事業
オーストラリア
ホームステイプログラム

イベント

お知らせ 募　　集

とき（６月） ところ
８日㈮
11日㈪
12日㈫
14日㈭
18日㈪
19日㈫
22日㈮
25日㈪
26日㈫
28日㈭

美杉総合文化センター多目的ホール
白山総合文化センター多目的室
安濃中公民館多目的ホール
一志農村環境改善センター多目的ホール
市河芸庁舎防災研修室
美里社会福祉センターホール
久居総合福祉会館レクリエーションホール
芸濃総合文化センターホール
サンデルタ香良洲大ホール
津市センターパレスホール

津市議会│

津のまち音頭│

　特別徴収は、事業主が給与を
支払うときに、毎月の給与から
個人市民税・県民税を６月から
翌年５月までの年12回に分けて
徴収し、従業員に代わって納付
する制度です。
事業主の皆さんへ
　平成29年中の所得に対する個
人市民税・県民税の年税額が決定
したため、５月15日付で各事業
主宛てに特別徴収税額の決定通
知書を発送しました。特別徴収義
務者(事業所)用の通知書には、６
月以降に従業員それぞれの毎月
の給与から徴収する税額とその合
計額などが記載してあります。納
税義務者(従業員)用の通知書は、
開封せずに従業員に配布してくだ
さい。なお、従業員に退職などの
異動があり、特別徴収できなく
なった人がいる場合、同封の冊子
「平成30年度市民税・県民税特別
徴収のご案内」の中の「給与支払
報告・特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」に所要事項を記入し
て市民税課へ提出してください。

本会議…６月１日(金)・12日(火)
～15日(金)・29日(金)

常任委員会…６月19日(火)建設
水道、20日(水)教育厚生、21
日(木)経済環境、22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。

　納付期限は、５月31日(木)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。

　「津のまち
音頭～つぅ
津々浦々～」
の踊り講習
会を開催し
ます。みんなで覚えて、地域の
お祭りや盆踊り大会などで楽し
く踊りましょう。
と　き　いずれも19時～20時
30分　※８日のみ13時30分
～15時

　踊りの動画、音源のダウンロー
ドは津市ホームページから

　オーストラリアの家庭に滞在
しながら現地の学校に通学し、
英語研修を受けます。ホームス
テイや現地学生との交流を通じ
て、豊かな国際感覚と世界に向
けた広い視野を養いませんか。
と　き　８月15日(水)～24日(金)
行き先　ブリスベン近郊
対　象　市内に在住・在学の中
高生
定　員　先着40人(最少催行人
数20人)
申し込み　直接窓口または電話
で市民交流課へ
申込期間　５月21日(月)～６月
20日(水)
※参加費など、詳しくはお問い
合わせください。
参考：昨年の参加費28万4,000
円(食事付き、燃油特別付加運
賃が別途必要)

　ひさい音楽祭の運営・出演団
体を募集します。出演時間は、
入退場含め10分以内です。
と　き　９月30日(日)13時～
ところ　白山総合文化センター
しらさぎホール
対　象　市内を中心に活動する
クラシック音楽の演奏形態を
持つ音楽団体
申し込み　久居総合支所地域振
興課にある応募用紙に必要事
項を記入し提出　※応募用紙は、
電話、Ｅメール(　255-8812
　@city.tsu.lg.jp)で取り寄せ可
申込期間　５月16日(水)～30日
(水)



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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河芸総合支所地域振興課
　244－1706　　244－1714

河芸レクレーション農園

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

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

三重県内男女共同参画
連携映画祭「ズートピア」

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

日神の滝と倶留曽山三ツ岩を辿る
セラピーウオーク

ひ か わ く ろ そ や ま たど

　収穫の喜びを味わいませんか。
利用期間　来年３月31日(日)ま
で(以後も継続更新可能)

募集区画　抽選１区画(60㎡)
場　所　河芸町久知野1150-1
費　用　3,600円／年
申し込み　河芸総合支所地域振
興課にある申込書に必要事項
を記入し、直接窓口または郵
送で河芸総合支所地域振興課
(〒510-0392 住所不要)へ　
※申込書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　５月18日(金)～28日(月)

　６月23日～29日は、「男女共
同参画週間」。楽しいアニメ映画
を鑑賞しながら、男女共同参画
社会について考えてみませんか。
と　き　６月30日(土)13時30
分～15時30分(13時開場)

ところ　津リージョンプラザお
城ホール
内　容　プレトーク(映画の見ど
ころ紹介)と上映

定　員　先着600人(要整理券)

申し込み　はがき、またはＥメー
ルで希望者氏名、希望枚数(希
望者１人につき５枚まで)、郵
便番号、住所、電話番号を男
女共同参画室(〒514-8611 住
所不要、　229-3103@city.
　tsu.lg.jp)へ　※後日、入場整
理券を郵送します。
申込期間　５月21日(月)～６月
15日(金)必着

　美杉のセラピー
コースの中で最も
長い約10㎞の健脚
向きコース。滝沿
いのこけむした道や見晴らしのい
い三ツ岩へと続く林道を歩きます。
と　き　７月８日(日)９時～
　(受け付けは８時30分～)
ところ　日神西浦コース(太郎生
出張所集合)

参加費　2,000円(保険料、昼食
代を含む)
定　員　先着30人
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
募集期間　５月28日(月)～６月
22日(金)

　５月16日(水)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
久居分室へ提出してください。
受付期間　６月４日(月)～７日(木)
８時30分～17時15分　※郵
便およびファクスでの申込用紙
の配布、受け付けはできません。
　４月から以下の要件に該当する
人も申し込みが可能になりました。
●市外から市内に移住し、かつ
定住しようとする人
●市外から市内の就業場所に就
職または転勤が確実な人
●60歳未満で単身の入居(単身
用住宅)を希望する人
　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
い合わせください。

無料で託児を行います
対　象　１歳児～就学前の子ども
定　員　先着10人
申し込み　電話で男女共同参
　画室へ
申込期間　６月１日(金)～22日(金)

「一身田地区民生委員児童委員協議会」の活動

vol.14

一身田地区民生委員
児童委員協議会

会長  福田 勝ニ さん

　自治会長の経験があ
り、もともと地域の実情
に詳しかったのがきっか
けです。

　
　小学生が本に親しんでもらえるように、一身
田民生委員・児童委員文庫を立ち上げ、毎年、

先生と相談して学校に本
を贈っています。また、
民生委員OB、花の愛好
家、児童や先生らと協力
し、１年を通して一身田小学校の花壇に季節の
花を植え、管理をしています。

　活動の中で地域のことをもっと知り、人との
つながりや地域の子どもたちの成長を身近に感
じられる活動をしていきたいです。また、高齢
者世帯や１人住まいの人に声を掛け、民生委員
と高齢者との距離を縮めたいです。

どんな活動をしているの？

民生委員・児童委員に
なったきっかけは？

今後の活動への思いを聞かせてください

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

６月の開催日程６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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教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

平成31年成人式実行委員会

環境保全課
　229－3259　　229－3354

環境月間記念植樹参加者

募　　集

　来年１月に開催する成人式を
企画・運営する新成人を募集し
ます。
対　象　平成10年４月２日～平
成11年４月１日に生まれた人

内　容　毎月１回日曜日の午後
に実行委員会を行う予定

申し込み　津センターパレス２
階教委生涯学習課(青少年セン

ター)へ
締め切り　５月31日(木)

　自然を大切にする心を養って
もらうために、環境月間の６月
に記念植樹を行います。

と　き　６月24日(日)９時30分
～11時30分(小雨決行)
ところ　津市リサイクルセンター
内自然公園
対　象　市内に在住・在学の小
中学生と保護者
定　員　先着80人
持ち物　スコップ、軍手など　
※参加者へは後日連絡
申し込み　電話またはファクス
で環境保全課へ
募集期間　５月21日(月)～６月
１日(金)

平成31年成人式(予定)
と　き　来年１月13日(日)13
時30分～
ところ　サオリーナ

■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。

６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。
※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（24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

卓球（５台）

卓球（３台）

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

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）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

５日㈫、12日㈫、19日㈫、26日㈫

６日㈬、13日㈬、20日㈬、27日㈬

４日㈪

９日㈯、17日㈰、23日㈯

12日㈫
15日㈮

４日㈪
18日㈪

７日㈭、13日㈬、15日㈮、21日㈭、26日㈫、29日㈮

６日㈬、11日㈪、28日㈭

４日㈪、７日㈭、13日㈬、15日㈮、21日㈭、29日㈮

６月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
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

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

GⅢウエスタン
ヤング（下関）

徳山 三国 芦屋 三国 唐津 芦屋 芦屋

唐津

多摩川 大村

浜名湖♡

宮島 GⅠ福岡 江戸川 びわこ♡ GⅢ尼崎 江戸川 GⅢ浜名湖 宮島

尼崎 鳴門

GⅠ丸亀 蒲郡 丸亀 桐生 丸亀 桐生

住之江 若松 GⅠ下関 蒲郡 下関 GⅢ住之江 蒲郡

桐生 住之江 住之江 若松 下関 若松

宮島 児島 常滑 常滑 びわこ 鳴門 大村 平和島SGグランドチャンピオン（徳山）GⅡMB大賞（宮島）

びわこ♡ マクール杯 多摩川 多摩川 常滑 GⅢイースタンヤング戸田 津PR第１戦男女W優勝戦

徳山 唐津 芦屋 三国 唐津

GⅠ福岡 江戸川 GⅡMB大賞（宮島） SGグランドチャンピオン（徳山） 宮島

マクール杯 津PR第１戦男女W優勝戦 GⅢイースタンヤングルーキーシリーズ第10戦
スカパー！・JLC杯

ルーキーシリーズ第10戦
スカパー！・JLC杯
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新たに指定の文化財 銅造阿弥陀如来立像と井水関係文書　
  どう ぞう あ み だ にょ らい りゅう ぞう

れらの文書は、川口村(現在の白山町川口)に水
を引くために、上流の南家城村から取水した南
家城・川口井水に関係する文書と、川口村から
その下流に当たる井生村(現在の一志町井生)に
水を引いた井生村井水に関係する文書から構成
され、井堰の管理や費用の負担などの取り決め
が記されています。これらの文書は、江戸時代
の村々の水利を巡る関係を知る上で貴重なもの
といえます。これらの文書は現在公開されてい
ませんが、白山町二俣地区と南家城地区を結ぶ
二雲橋周辺の雲出川には、平成28年11月に世界
かんがい施設遺産に登録された旧川口井水の水
路跡を見ることができます。
　風薫るこの季節、市内のさまざまな文化財を
巡ってみてはいかがでしょうか。

えちごのかみ

いえたね

しげたね

よしたね

ぼんしょう

けい

いせき

とうろう

い う

　平成30年３月29日付で新たに市指定有形文化
財となった大宝院の「銅造阿弥陀如来立像」
と、雲出川の水利に関係する「南家城・川口井
水並びに井生村井水関係文書」をご紹介します。
　銅造阿弥陀如来立像は、「津観音」として親
しまれている大門の観音寺大宝院の境内にあり
ます。この像は観音堂の前にある台座の上に据
えられており、像高は159㎝とほぼ人の身長と
同じ大きさ。背面には銘文が刻まれており、明
暦４(1658)年に地元の鋳物師である越後守藤原
重種(辻重種)によって鋳造されたことが分かり
ます。辻家の祖は越後守家種で、天文10(1541)
年に生まれ、慶長17(1612)年、豊臣秀頼が京都
方広寺の再建をするとき、
梵鐘鋳造の棟梁となった名
工です。家種には、重種・
吉種の二人の息子があり、
重種が越後家を継ぎ、吉種
は分家して但馬家を名乗り
ました。境内には、この阿
弥陀如来立像の他にも、家
種と重種・吉種の手による
銅鐘や、重種・吉種兄弟に
よる燈籠と磬(いずれも市指
定有形文化財)があります。今回の阿弥陀如来立
像も、地元の鋳物師による比較的初期の作品で
あり、しかも数少ない本格的な大型の金銅仏と
して評価されます。
　同じく市指定有形文化財となった南家城・川
口井水並びに井生村井水関係文書は、白山・一
志地域における雲出川の水利に関係する江戸時
代から明治時代にかけての19点の文書です。こ

銅造阿弥陀如来立像 南家城・川口井水並びに井生村井水関係文書



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

４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・・・・・・・・・・・・・・

18件（47件）
0件（7件）

1,282件（4,220件）
888件（2,512件）

2人（4人）
94人（288人）

市民の動き
３月分

（平成30年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,895世帯
（前月比199世帯減）

279,857人
（前月比819人減）

135,936人
143,921人

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込用紙

に必要事項を記入し、直接窓口また
は郵送、ファクスで同協会(〒514-
0056 北河路町19-1 メッセウイ
ング・みえ１階、Ｆ273－5588)へ

※費用など詳しくは、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(Ｔ273－5522)
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津なぎさまち発 セントレア着 セントレア発 津なぎさまち着
６：00
８：00
10：00
12：00
15：00
17：00
19：00
21：00

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

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

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

中部国際空港（セントレア）発
津なぎさまち行き

津なぎさまち発
中部国際空港（セントレア）行き

イベント

お知らせ

募　　集

「美杉の石造物～多気地区編～」
販売中
　美杉町多気地
区の石造物につ
いて、調査成果
の報告、写真や
関連する古文書
などを収録した
郷土資料を教委
生涯学習課、教委各教育事務所、
津リージョンプラザにて1,500
円で販売しています。
　教委生涯学習課(　229－3251)
調査成果報告会を同時開催
　６月９日(土)13時30分～16
時30分　　美杉ふるさと資料館
　「中世にさかのぼる石造物」、
「丹生俣地区の山神信仰」など
　津市石造物調査会担当(　090－
9953－7964)

津エアポートライン(高速船)
定期整備期間中の運航ダイヤ
　６月１日(金)～19日(火)は、
高速船の定期整備のため１日８
往復になります。ご利用の際は
運航ダイヤに注意してください。
※12日(火)は通常運航ダイヤ
　詳しくは、津エアポートライ
ンまたは津なぎさまちのホーム
ページをご覧ください。

　津エアポートライン(　213－
6582)　

Ｇruppo one hundred rallye 
2018～Coupe De Misugi～
　ドライバーと車の年齢を足して
100歳以上のクラシックカー約60
台が白山・美杉地域を走ります。
　６月10日(日)①８時30分～ ②８
時45分～ ③９時～ ④９時30分～
　①猪の倉温泉ふよう荘玄関前
(白山町佐田) ②菅尾製茶前(美
杉町竹原) ③フットパーク美杉
④太郎生郵便局前(美杉町太郎生)
　みすぎテラス会担当(　090－
1861－8887)

うたおにマンスリー・コンサート
　ノリノリのトークと毎月異なる気

軽な選曲で喋ります！歌います！
　５月31日(木)、６月28日(木)、
７月30日(月)20時～21時15分
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　
　合唱団「うたおに」専用(　080－
2629－2514)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　５月24日(木)19時～21時、
27日(日)14時～16時30分、６
月28日(木)19時～21時　　ア
スト津３階　　200円
　同会担当(　090－4185－1514)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　６月13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)へ

税務職員採用試験(高卒程度)
　受験資格、申込期間、試験日
など詳しくは国税庁ホームペー
ジをご覧ください。
　一次試験９月２日(日)
　名古屋国税局人事第二課試験係
(　052－951－3511、内線3451)

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定 員
■津市民スポーツ教室

マレットゴルフ

アーチェリー

７月７日・14日
いずれも土曜日９：00～15：00

６月23日・30日、７月７日
いずれも土曜日13：30～16：30

海浜環境公園マレット
ゴルフコース
（栗真町屋町）

西部運動広場

18歳以上（高校生不可）

津市アーチェリー協会会員など
※未経験者はご相談ください。

６月18日㈪～29日㈮

６月１日㈮～18日㈪20人

30人



　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　
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 2018 彩る感動 東海総体

健　　康

無料相談

とき（６月） ところ
１日㈮９時30分～
　　　11時30分

市美里庁舎２階
会議室４

アスト津４階
会議室３５日㈫13時～16時

６日㈬９時30分～
　　　11時30分

14日㈭13時30分～
　　　15時30分
18日㈪13時30分～
　　　16時

20日㈬９時～12時

芸濃福祉センター１階
相談室１

１日㈮13時30分～
　　　15時

８日㈮13時30分～
　　　15時

11日㈪13時～16時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

サンデルタ香良洲
相談室
久居総合福祉会館北館２階
会議室
安濃中公民館２階
研修室３
津センターパレス３階
相談室１
市一志庁舎２階
会議室１

とき（６月） ところ
１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

市美里庁舎２階
会議室４

１日㈮９時30分～
　　　11時30分
１日㈮９時30分～
　　　11時30分

１日㈮13時30分～
　　　15時30分
１日㈮13時30分～
　　　15時
１日㈮13時30分～
　　　15時

市一志庁舎２階
会議室１

１日㈮９時30分～
　　　11時30分

１日㈮９時30分～
　　　11時30分
１日㈮10時～12時、
　　　13時～16時

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

白山市民会館１階
教養娯楽室
市本庁舎３階
相談室
市安濃庁舎２階
会議室１
サンデルタ香良洲
和室
グリーンハウス美杉２階
相談室

６日㈬９時30分～
　　　11時30分

芸濃福祉センター１階
相談室

21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（受け付けは15時まで）

平成30年度全国高校総体
総合開会式 一般観覧者
　８月１日(水)
10時～(入場は
８時～９時20
分)　　県営サン
アリーナ(伊勢
市)　　　800人
　５月31日(木)までに一般観覧
者募集リーフレットまたは大会公
式ホームページからダウンロード
した申込用紙に必要事項を記入
し、郵送で平成30年度全国高等学
校総合体育大会三重県実行委員
会事務局(〒514-0004 栄町一丁
目891 三重県吉田山会館１階)へ
　同事務局(　224－2823)

小学生・園児が審査する
写真展作品(Ａ４サイズ)
　作品テーマは自由です。子ど
もの感性が選ぶのはどれ？　
　６月16日(土)・17日(日)10時～15
時　　川合公民館　　１点500円
　５月16日(水)～６月８日(金)
に、直接川合公民館窓口へ
　同公民館(　293－3711)

介護職員初任者研修(全23日間)
　６月６日(水)～８月３日(金)　
　三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)　　県内に住民登録している
おおむね70歳未満の離職者で、
研修修了後、県内の福祉・介護
職場に就労できる人　　　39人
　6,000円(教材費)　
　５月25日(金)までに「介護員
育成プログラム参加申請書兼誓
約書」を記入・押印の上、運転免
許証のコピーまたは住民票を添
え、直接窓口または郵送で三重
県社会福祉協議会(〒514-8552

桜橋二丁目131)へ
　同協議会(　227－5160)

認知症予防教室
　６月８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　　
ヨガで認知症予防　　市内に在
住の65歳以上 　　　30人 
　５月25日(金)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

うつ病の方を支える家族教室
　５月18日、６月15日、７月
20日、８月17日いずれも金曜
日13時30分～15時30分　　県
立こころの医療センター２階講
堂(城山一丁目)　　うつ病と診
断された人の家族　
　同センター(　235－2125)へ

市民公開健康講座
第30回日本医学会総会2019　
中部プレイベント
　６月10日(日)14時～16時20分
　アスト津４階アストホール
　「今日からできる！認知症予防
最前線」「第４のがん治療 免疫療
法を知ろう」などをテーマにした
講演
　三重大学医学・病院管理部総
務課(　231－5428)

無期転換ルール緊急相談ダイヤル
Ｔ0570-069276
　同ルールに関連した雇い止め、
契約期間中の解雇など
※無期転換ルール…有期労働契
約が反復更新されて通算５年を
超えたとき、労働者の申し込みで、
期間の定めのない労働契約(無期
労働契約)に転換できるルール
　三重労働局雇用環境・均等室
(　226－2110)

６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)が受け付けています。   

　三重行政監視行政相談セン
ター(　227－6661)

６月１日は人権擁護委員の日
人権擁護委員による人権相談
(無料・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)　※電話相談(　
0570－003－110)
　同課(　228－4193)
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広
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欄

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。

津駅法律事務所＜三重弁護士会＞

津駅0.5分

弁護士・スタッフ一丸となってサポートいたします！

※費用につきましては例外があり，また変更になる可能性もありますので，詳しくはホームページをご覧ください ※本広告は平成30年4月時点のものです

交通事故
損害賠償額

後遺障害
適正等級・ 過払い金 遺 言 書

無料診断サービス 無料診断サービス無料診断サービス

交通事故・後遺障害・過払い金・借金
相続・遺言・離婚・企業法務・労働・刑事 他

所属弁護士

43名!!

広告

総
合
受
付０１２０-４１-２４０３

よ い に し お さん 平日9時～22時
土日9時～18時 受付

相談料０円 夜間・土日相談可 （要予約）
交通事故被害・後遺障害
過払い金・借金・相続・遺言
以外は初回30分程度（  　　   　）

詳細は ⇒ http://kokoro.la
　　　（一般電話：０５2-485-6003）

（ 　　　　 ）祝日,国民の休日
12/31～1/3は除く
その他臨時休業も
ございます

松阪駅法律事務所
＜三重弁護士会＞

※主たる事務所は愛知県弁護士会所属　※＜　＞内は弁護士会名です 名古屋駅・豊田市駅・岐阜駅・東京駅近く他他の
事務所

松阪駅
1分

　同じ活動でも、その年により反応が全く違って面白いですね。リアクションが大きかったり、たくさん質
問をしてくれたりすると、興味を持ってくれていることが分かってうれしいです。特に印象に残っているの
は、昨年度、３年生の児童一人一人が、手作りの感謝状をプレゼントしてくれたことです。感激しました！

　絆の大切さですね。昔は、現代のように便利な道具などがなく、井戸から飲み水をくんだり、まきでお風呂を沸かした
り、子どもも大切な労働力でした。家族や地域で助け合う必要がある分、結束も強かったように感じます。現代は機械化で
便利になったこともあり、みんなが一丸となって何かに取り組むことが昔に比べ少なくなりました。子どもたちには、みんな
で一緒に同じことをする楽しさやそこから生まれる絆を感じる機会を積極的に持ってほしいと思います。

Q3 昔の話を通して、子どもたちに伝えたいことは？

Q2 子どもたちの反応は？

Q1 学習サポーターとして、どんな活動をしているの？

撮影：草生小学校

Vol.25

　「昔のくらし」を伝えるため私が子どもの頃の話をしているほか、老人会や地域の皆さんに協力してもらい、昔の遊びや
道具を体験する活動もしています。例えば、唐箕という道具を使って大豆のさやと豆を分別し、豆を石臼でひいてきな粉に
する体験をしてもらっています。それを餅つき大会できな粉餅にして食べると、みんな大喜びしてくれるんですよ。

長野  利隆さん 

草生小学校
草生っ子支援委員会学習サポーター
な が の   　  　 と し た か

平成22年度から草生小学校の
学校評議員、23年度から草生っ
子支援委員会委員を務めてい
る。昔の暮らしや遊びを教える活
動のほか、登下校時の見守りな
どを通じ、地域の子どもたちと密
接に関わっている。

唐箕を使って大豆を分別 石臼をひいてきな粉作り 餅つき大会

とうみ



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

でいごの花の会 チャリティ歌の集い

ピアノ アンサンブルコンサート

R Ballet Academy 3rd concert

第29回コンサート・ジュン

歌と踊りの集い

津市民文化祭 舞台芸術部門 「民謡の会」

三重県内男女共同参画連携映画祭 

愛国詩吟連盟 三重県コンクール大会

真山隼人 VS 京山幸太 浪曲二人会 前売り  2,500円
当　日  3,000円

催し 物 の ご 案 内催し 物 の ご 案 内

入場料など
■津リージョンプラザ　お城ホール
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日

日

土
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16:30

14:00
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13:30

17:00

　

19:00

16:00

18:00

16:00

15:30

10:00

14:00

19:30

14:00

16:00

16:20

21:00

16:00

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

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき４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５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４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５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

月

2018

6

12:30
17:30

17:00
20:30

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

でいごの花の会
　090-3578-6953(浜田)

イナガキピアノ調律センター
　059-386-6270

R Ballet Academy
　090-7692-8564(村本)

三重県吟剣詩舞道総連盟
　226-5660(内藤)

三重大学医学・病院管理部総務課
総務係　　231-5428

津青年会議所
　227-3806

浪曲公演実行委員会事務局
　090-2131-8748(内田)

あおぞら四季
　0598-23-1702(浜井)

津リージョンプラザ
　229-3300

市男女共同参画室　
　229-3103

　090-7606-6434(小髙)

津南地区交通安全協会
　256-2010

　230-2962(小池)

市民公開健康講座 第30回日本医学会総会
2019中部プレイベント

特別ゲスト 大城バネサ(ビクターレコード)
ゲスト エイサー伊賀琉真太鼓

初夏のコンサート2018　
～ヴァイオリン発表会～     

(公社)津青年会議所６月度例会「伝えたい思い
を伝え、見せたい姿を見せよう」
～おもてなしの一歩先に～

無　料
  (要整理券）

入場料
■アストプラザ　アストホール

3

10

11

30

日

日

月

土

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料
■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール

10 日 13:00 15:30

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料

津南地区交通安全大会

入場料
■一志農村環境改善センター　多目的ホール

9 土 13:15 15:00

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料



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

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)・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)・ギャラリー  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練習
成果を発表します。
◆民謡の会
と　き　６月24日(日) 10時30分～(10時開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　無料

いずれも　ところ　津リージョンプラザ生活文化情報センター(展示室)・ギャラリー
　　　　　入場料　無料

イベント情報 　　　 津市民文化祭

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

5月30日(水)～6月3日(日)
9:30～17:00
(3日は16:00まで）

27(水)～7月1日(日)
9:30～16:30
(1日は16:00まで）

20日(水)～24日(日)
9:30～16:30
(24日は16:00まで）

13日(水)～17日(日)
9:30～16:30
(17日は16:00まで）

10日(日)  
10:00～15:00

市教委教育研究支援課
　229-3293

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

　225-5569(西山）

歯の健康展

津市民文化祭 美術部門 「日本画展」

津市民文化祭 美術部門 「洋画展」

津市民文化祭 美術部門 「写真展」

日本の名城風景＆京都名所の彩り
風景写真展

民謡の会

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

◆日本画展
と　き　６月13日(水)～17日
　(日)９時30分～16時30分　
　※17日は16時まで

◆洋画展
と　き　６月20日(水)～24日
　(日)９時30分～16時30分　
　※24日は16時まで

◆写真展
と　き　６月27日(水)～７月
　１日(日)９時30分～16時30
　分　※１日は16時まで

◆美術部門◆◆美術部門◆

日本画展日本画展 洋画展洋画展 写真展写真展

　市内で活動している皆さんの作品展示です。

◆舞台芸術部門◆◆舞台芸術部門◆



健康づくりだより

健康づくりだより
折り込み紙
広報津

平成30年５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

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

27日（水）
10：00～11：45

妊娠中の食事について
（栄養士）

久　居

13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（６月） 内容など

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。
申し込み　５月23日(水)から各保健センターへ

中　央

28日（木）
14：00～14：30

先着４人

久　居

21日（木）
14：00～15：30

先着２人

ところ
（保健センター名） とき（６月） 定　員

健康相談、栄養相談
　保健師・栄養士による相談を行います。
と　き　６月26日(火)９時30分～11時
ところ　一志保健センター
対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　５月23日(水)から同保健センターへ

　20～50歳代の女性が自分自身を見つめ、これか
ら起こりやすい病気や症状を知り、若い頃から予防
してほしい！そんな保健師の熱い思いを込め中央・
久居保健センターで年間各５回開催します。お子さ
ま連れでの参加も大歓迎です！(託児はありません)
第１回テーマ　「健康な歯で楽しく食事を」…歯科
衛生士・栄養士の講話

と　き　６月５日(火)10時～12時
ところ　中央保健センター(津リージョンプラザ１階)
対　象　おおむね20～50歳代の女性
定　員　25人
申し込み・問い合わせ　前日までに直接窓口また
は電話で中央保健センターへ

受診可能な医療機関のご案内（24時間年中無休）
三重県救急医療情報センター
　コールセンター　　229－1199

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
話やメニューの紹介などを行います。
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　５月23日(水)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（６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

20日（水）
10 ： 00～11 ： 30

８日（金）
10 ： 00～11 ： 30

骨こつ健康相談
こつ

　保健師・栄養士による骨密度測定・相談を行います。
対　象　おおむね20～64歳の人
※骨粗しょう症で治療中の人は、かかりつけ医で
　の測定をお勧めします。
定　員　先着各20人
申し込み　５月23日(水)から各保健センターへ

中　央
河　芸
芸　濃
安　濃
白　山
美　杉

久　居
美　里

ところ（保健センター名） とき（６月）

ところ（保健センター名） とき（７月）

25日㈪９ ： 30～11 ： 30
27日㈬９ ： 30～11 ： 30
28日㈭９ ： 30～11 ： 30
20日㈬９ ： 30～11 ： 30
13日㈬９ ： 30～11 ： 30
22日㈮９ ： 30～11 ： 30

３日㈫13 ： 30～15 ： 30
２日㈪９ ： 30～11 ： 30

受講費
無料募集！女性の健康アップ教室



健康づくりだより

折り込み紙
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歯の健康展歯の健康展 参加費無料

歯科矯正・歯周病などの相談
内　容 対　象 時　間 場　所 定　員 申し込み

どなたでも １階　中央保健センター
１階　中央保健センター

１階　中央保健センター

１階　中央保健センター

２階　第３会議室

３階
生活文化情報センター
（展示室）・ギャラリー

３階
生活文化情報センター
（展示室）・ギャラリー

１階　中央保健センター

１階　図書館前ロビー

２階　栄養指導室

どなたでも

どなたでも

どなたでも

どなたでも

なし

なし 不要

なし

不要

不要

不要

不要

不要

当日先着
（午前）90人
（午後）45人

なし
※血液サラサ
ラチェックは
当日先着
（午前）70人
（午後）40人

当日整理券を配布
（午前）９：45～
（午後）12：30～

不要
※血液サラサラ
チェックは当日
整理券を配布
（午前）９：45～
（午後）12：30～

義歯の洗浄
当日先着30人
当日先着90人

当日先着
100組

10：00～12：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～14：30

10：00～14：30

10：00～14：30

10：00～14：30

10：15～、11：00～、
13：15～

表彰式
【１部】11：30～
【２部】14：30～

どなたでも

どなたでも

表彰式の観覧はど
なたでも　※コン
クールの参加・応
募は以下の①②を
ご覧ください

３～７歳児

小学生以下の
子どもと保護者

歯の健診、お口の衛生指導

石こう人形の色塗り

フッ化物塗布
（注）塗布後30分間は飲食できません。

お口の体操とクイズ

義歯の洗浄とお手入れ相談、スポーツマ
ウスガード・いびき防止装置の展示

栄養相談、糖分量の展示、食育クイズ、
血液サラサラチェック

親子で一緒に楽しくクッキーを作ろう！

歯科保健図画・ポスターコンクール出品
作品の展示、むし歯予防や健康に関する
啓発コーナー、バルーン配布など
コンクール・表彰式
【１部】歯科保健図画・ポスター、よい歯
　　　の児童・生徒コンクール
【２部】8020運動、親と子のよい歯のコン
　　　クール

津リージョンプラザ
10：00～15：00

6月４日～10日は「歯と口の健康週間」です

～のばそうよ 健康寿命 歯みがきで～

対　象　①80歳以上で自分の歯が20本以上ある人
　　　　②ほとんどむし歯がなく健康な歯を持つ
　　　　　３歳～就学前の幼児と父親または母親
定　員　①②とも先着各20組
申し込み　５月18日(金)から中央保健センター(　229－3164)へ
※入賞すると、氏名・年齢・写真などが、新聞やテレビ等に掲載される
　場合があります。

8020運
動

親と子のよい歯の

コンクール

参加者募集！

問い合わせ ※月～金曜日９時～17時(祝・休日、年末年始を除く)となりますのでご注意ください。
　　　歯と口の健康週間事業実行委員会事務局　　225－1304　　223－3936
　　　中央保健センター　　　　　　　　　　　　229－3164　　229－3287
　　　教委教育研究支援課　　　　　　　　　　　229－3293　　229－3017

幼児健康診査の
ご案内

　津市では、幼児期の発達の節目である１歳６カ月児と３歳児に対して、
健康診査(集団健診)を行っています。対象者には健診の約１カ月前に案内
を通知します。

１歳６カ月児健康診査

３歳児健康診査

１歳６～７カ月児

３歳５～６カ月児

対　象 ところ

中央保健センターまたは
久居保健センター

※通知された日の都合が悪い場合、日程を変更できますの
　でご連絡ください。
※転入などで通知が届いていない場合は、最寄りの保健セ
　ンターにお問い合わせください。

6月10日日

５月31日は「世界禁煙デー」

５月31日～６月６日は「禁煙週間」

「かぜ薬きみのえがおでなおるんだ」
　　　　　　　　　　　　　もっころ
※2017年津市おもしろ健康川柳最優秀賞作品



図書館たいむず
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■てぶくろ人形「おはながわらった」を作りましょう
と　き　７月14日(土)10時～11時30分
ところ　白山総合文化センター和室
対　象　中学生以上
定　員　先着10人
■ちびっこアーティストたちのふしぎなびじゅつかん
と　き　７月14日(土)14時～15時
ところ　白山総合文化センター多目的室
内　容　目が動く？ふしぎな絵を作ろう！
対　象　小学生以下(未就学児は保護者同伴)
定　員　先着30人
いずれも
申し込み　６月16日(土)から直接窓口または電話
　でうぐいす図書館へ
問い合わせ　同図書館(　262-5000)

　市内に在住・在勤・在学の人を対象に、除籍し
た図書・雑誌を無償でお譲りします。持ち帰り用

の袋などを必ず持参してください。
●リサイクル本の検索、予約、取り置きはできません。
●対象図書などがなくなり次第終了します。
●冊数は、各図書館とも１人10冊以内(ただし、
　きらめき図書館、芸濃図書館は、10冊のうち同
　名の雑誌は５冊以内)
■きらめき図書館
と　き　６月９日(土)９時～17時、10日(日)９時～16時
ところ　サンデルタ香良洲すこやかルーム
問い合わせ　同図書館(　292-4191)
■芸濃図書館
と　き　６月16日(土)13時～17時
ところ　芸濃総合文化センター２階大研修室
問い合わせ　同図書館(　265-6004)
■美里図書館
と　き　６月29日(金)９時～17時、30日(土)９
　時～16時
ところ　美里文化センター１階ロビー
問い合わせ　同図書館(　279-8122)
■安濃図書館
と　き　６月30日(土)10時～17時
ところ　安濃図書館２階学習室
問い合わせ　同図書館(　268-5822)
※６月29日(金)・30日(土)は学習室は利用できません。

　久居ふるさと文学館と一志図書館では、蔵書点
検のため以下の期間休館します。休館中の本の返
却は、図書館の返却ポストをご利用ください。Ｃ
Ｄやビデオなどの視聴覚資料は、破損の恐れがあ
りますので、開館後、直接カウンターへ返却して
ください。
■一志図書館
と　き　６月５日(火)～15日(金)
問い合わせ　同図書館(　295-0116)
■久居ふるさと文学館
と　き　６月19日(火)～29日(金)
問い合わせ　同文学館(　254-0011）

　図書館の活動や運営について幅広く皆さんの意
見を頂くため、委員を募集します。
対　象　市内に在住の応募日時点20歳以上の人で、
　年２回程度開催の会議に出席できる人(津市の議
　会議員と常勤職員を除く)
定　員　２人(選考の上決定。申込者多数の場合は、
　原則本人参加による抽選）
任　期　委嘱日から２年間
申し込み　各図書館にある所定の応募用紙に必要
　事項を記入し、郵送で津図書館(〒514-8611 
　住所不要)へ
※直接持参する場合は、各図書館の窓口でも受け
　付けます。ただし、津図書館は５月21日(月)
　～31日(木)は特別整理期間のため休館します。
※応募用紙は津市図書館ホームページからもダウ
　ンロードでき、応募に必要な内容を満たすもの
　であれば所定の様式以外でも構いません。なお、
　応募用紙は返却しません。
募集期間　５月18日(金)～６月１日(金)　※消印有効
問い合わせ　津図書館(　229-3321)

●６月３日(日)･･･アニメ「まんが世界昔ばなし１
　おおかみと七ひきの子やぎ・美女と野獣・にん
　ぎょ姫・うさぎのわるぢえ」(計45分)
●６月17日(日)･･･映画「最高の人生のはじめ方」
　(108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５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 6月
June

2018月刊

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

●津市図書館協議会委員を募集●津市図書館協議会委員を募集

●わくわくとしょかんまつり(無料)●わくわくとしょかんまつり(無料)

●特別整理期間(休館)のお知らせ●特別整理期間(休館)のお知らせ

●リサイクルフェア●リサイクルフェア



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

６月のおはなし会など６月のおはなし会など
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

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

※６月28日(木)は臨時開館します。

14日(木)10時30分～
※香良洲浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

小さい子向けおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け） ７日・21日いずれも(木)14時15分～

①２日②９日③16日④23日いずれも(土)15時～

２日・16日いずれも(土)15時～

６日(水)15時～

９日(土)15時～

11日(月)10時30分～

17日(日)11時～

９日・23日いずれも(土)11時～

23日(土)14時～

21日(木)11時～

23日(土)15時～

６日・13日・20日・27日いずれも(水)15時～

10日(日)11時～

図書館職員

かたつむり

わらべ

かたつむり

どんぐり

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

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

よみっこ

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）

楽しいおはなしの時間
（絵本、紙芝居など）

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

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、手遊びなど）

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）

おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど)

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スペシャル
（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)

14日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催
20日(水)10時30分～
※美里文化センター２階学習室で開催

１日(金)11時～　        　　   
※白山総合文化センター和室で開催
２日(土)14時30分～　　　　　　     
※白山総合文化センター多目的室で開催

６月 図書館カレンダー６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
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）
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）

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）
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一志図書館
(　295-0116)10時～18時

７日・14日・21日いずれも(木)15時～、
30日(土)15時～
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