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　「間違った表示の食品が販売
されていた」「食品を販売する
のに表示方法がわからない」など、
食品の表示に関する情報提供や
問い合わせを受け付けています。
　東海農政局津地域センター（　
229－4300）

　4月28日（土）～30日（月・祝）
9時～17時　　中勢グリーンパ
ーク
　日本フリスビードッグ協会（　
025－280－1256)

　山野草が多数展示されますの
で、ぜひご来場ください。
　4月29日（日）・30日（月・祝）9
時～17時　※30日は16時まで
　久居公民館　　展示や苗木な
どの販売
　久居文化協会盆栽部担当（　
255－7106）

　5月2日（水）～4日（金・祝）9
時～17時　※4日は15時まで　

　ポルタひさいふれあいセンター
　同展担当（　256－6477）

　5月3日（木･祝）10時～15時
　伊勢湾海洋スポーツセンター

（津興）　　三重大学練習船「勢
水丸」船内見学、小型ヨットや高
速船まつかぜなどの乗船会、地
元農産物などの即売、バンド演奏、
よさこい踊り、木工体験など
　同実行委員会（伊勢湾海洋ス
ポーツセンター内、　226－0525）

　元気いっぱいのよさこいチー
ムが東西に分かれて踊ります。
食事や買い物が楽しめる物産展
もあります。
　5月13日（日）10時～16時　
　白山総合文化センター
　同実行委員会（白山総合支所
地域振興課内、　262－7011）

　5月18日（金）～21日（月）9
時～17時　※21日は16時まで
　ポルタひさいふれあいセンター
　同展担当（　255－2279）

　6月9日・16日・23日・30日、7月

7日・14日いずれも土曜日10時～
16時15分　　サン・ワーク津　
　県内に在住の18歳以上の人　
　　各25人
　5月20日（日）までに、郵送ま
たは　、　で三重県環境学習情
報センター（〒512－1211四日市
市桜町3684-11、　059－329－29
09、　info@eco－mie.com）へ
　同センター（　059－329－2000)

■総会　　4月22日（日）10時
30分～　　芸濃総合文化センター
　太田仁さん（梅花女子大学教授)
の講演　　母子寡婦家庭の人
　電話で津市母子寡婦福祉会津
支部（　223－2085）へ
■会員募集　母子家庭・寡婦家
庭の皆さんと福祉サービスの情
報交換、親子行事などを行って
います。
　同会津支部（　223－2085）

　4月～11月（月3回程度）9時
～16時　　伊勢湾海洋スポー
ツセンター　　県内に在住の小
学3～6年生　　10人程度　　
入会金１万5,000円、年会費2万
5,000円（入会月により変動）
　同センター（　226－0525)

　河芸公民館　　上記以外に、
津市国際交流協会入会金2,000
円が別途必要
　4月23日（月）から直接または
電話で津市国際交流協会津北部
支部（河芸総合支所地域振興課内、
　244－1700）へ

　5月26日（土）、6月2日（土）9
時30分～15時　　津市青少年
野外活動センター（神戸）　　
飯ごう炊さんやカレー作り、マッ
チの使い方など　　市内に在住
の小学1～3年生　　　各60人
　1,000円
　4月26日（木）8時30分から同
センター（　228－4025）へ　※
申し込みはどちらか1日のみ

　5月7日（月）9時30分～　　
同公園西側駐車場集合　※雨天
の場合は中止
　みえ長寿津15期会（　245－
5044）

　長崎市で行われる平和祈念式
典や被爆者への取材を通して、
核兵器廃絶と平和の願いについ
て学びます。
　小学4～6年生とその保護者
各1人　　　１組
　5月7日（月）までに日本非核宣
言自治体協議会（　095－844－
9923）へ

　①5月9日②5月16日いずれも
水曜日13時～14時30分　　①
同センター本部（三重町津興）
②久居総合福祉会館
　①同センター本部（　224－
4123）②同センター久居支部（　
256－2208）

　10月に開催される津まつりの
安濃津よさこい参加チームを募
集します。
　5月28日（月）までに直接また
は電話で安濃津よさこい実行委
員会（　226－8888）へ

　受け付けや案内、資料の整理
など半日程度の活動　　18～
66歳で月に4回以上の活動がで
きる人　※高校生を除く、事前
に養成講座を受講できる人　　
20人
　6月30日（木）までに電話また
は往復はがきで住所、氏名、年齢、
生年月日、電話番号を県立美術
館ボランティア「 欅 の 会 」（〒
514－0007 大谷町11、　227－
2100）へ　※消印有効

　4月22日（日）14時～16時30
分　　三重大学三翠ホール（栗
真町屋町）　　認知症にならな
いための予防や介護現場の声、
最新治療について　　市内に在
住・在勤・在学
の人　　1,000
人（事前申し
込み不要）
　武田薬品工
業株式会社（　
226－1505)

　5月10日（木）14時～15時　
　久居公民館3階大会議室　　
西井さつきさん（にしい耳鼻咽
喉科クリニック院長）による講演

「きこえの話　きこえにくさと
つきあうために」　　100人
　久居一志地区医師会（　255－
3155）

　5月11日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス3階介
護実習室　　チャレンジ！！水彩
画　　市内に在住の60歳以上
の人　　　20人
　4月26日（木）～5月2日（水）
に津市社会福祉協議会津支部（　
213-7111）へ

　5月13日（日）10時～12時　
　津リージョンプラザ2階健康教
室　　「高尿酸血症の治療薬と
最近の話題」「つらい足や腰の
痛みの治療と鎮痛薬について」
をテーマに薬剤師による薬の効
能などの解説と
個人相談など
　津薬剤師会（　
255－4387）

食品表示110番
津ヨットハーバー祭

母子寡婦福祉会

フリスビードッグ公式選手権in
みえ津 情熱よさこい祭 in しらさぎ

～東西踊り合戦～

イベント

5月の行政・市政相談
　国・市などの行政に関する苦
情や要望

　三重行政評価事務所（　227－
6661)

３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・・・・・・・・・・

19件（32件）
３件（５件）

1,101件（2,388件）
786件(1,629件)

0人（0人）
164人(350人)

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

122,151世帯
（前月比21世帯増）

288,440人
（前月比106人減）

139,824人
148,616人

市民の動き
２月分

（平成24年累計）

悲しい数字

無料相談コーナー

久居文化協会山野草展

10日(木)
13時30分～15時30分

15日(火)
10時～15時

17日(木)
９時～11時30分

21日(月)
９時～12時

ポルタひさい３階
多目的研修室Ａ、Ｂ、Ｃ

市美里庁舎２階
会議室４

とことめの里一志
会議室

11日(金)
９時～12時

河芸ほほえみセンター
２階ケース会議室

とき（５月） ところ

市白山庁舎２階
住民活動室

わんぱくデイキャンプ

津偕楽公園の清掃

住民健康講座（無料）

墨志舎・遊墨展（無料）
三重県ヨット連盟
ジュニアヨットクラブ

中国語
（定員20人）

英会話
(前期)
(定員25人)

日本語
※市内に在
　住の外国
　人を対象

講座名など 費用とき（祝・休日を除く）

５月10日（木）から
毎月第１～３木曜日
19時～20時45分

５月25日（金）から
毎週金曜日
19時～20時30分
※全８回

12,000円

5,000円

無料
５月６日（日）から
毎週日曜日
14時～17時

語学講座（5月開講）

県立美術館でのボランティア

健　康

津まつり
安濃津よさこい参加チーム

津市シルバー人材センター
入会説明会

市民公開講座
みんなで知ろう認知症（無料）

薬を知る講演会（無料）

認知症予防教室（無料）
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津市行政情報チャンネル・ケーブルテレビ　デジタル123ch（アナログ６ch）
まるっと津ガイド・プラザ津

津市情報マップ

まるっと津ガイド・プラザ津 毎日６時～24時　

三重テレビ放送

ＦＭ三重
津市情報マップ 毎週水曜日17時30分～17時35分

毎月第４日曜日９時～９時15分
年６回放送予定　

かい   らく

けやき

つ いいと、ツイート！
旬感☆みえ～MY CITY MY TOWN～　
つ いいと、ツイート！
旬感☆みえ～MY CITY MY TOWN～　

フォトサークル立成写真展
（無料)

募　集

環境基礎講座（無料）

津市では、市民の皆さん
の活動、地域のできごと、
市役所からのお知らせな
ど、さまざまな話題をテ
レビ、ラジオなどでお届
けしています。ぜひ、ご視
聴ください。

親子記者事業

お知らせ
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