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道の駅津かわげ　スタッフの皆さん
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道の駅津かわげ

スタッフ
山中さん

織田さん

木村さん

中村さん

　地元でとれた産直品や市内の特産品、地元食材を
使ったオリジナルメニューなどが盛りだくさん！

海のもの、山のもの、津のものが、ここに
そろっています。ぜひお越しください！

　伊勢茶入り塩パンやうなドーナッツ
など、毎朝約20種類の焼きたてパンが
並びます。太陽の光が差し込むテラス
で、気軽にお食事やおしゃべりを楽し
んでください。

道の駅津かわげ
問い合わせ　河芸総合支所地域振興課
　　　　　　　244－1706　　244－1714

４月24日日OPEN!
いよいよ

津ぎょうざパンやかわげバーガーが食べられるのはココだけ！

かわげオリジナルがいっぱい♪

焼きたてパンを
毎日楽しむ！

地元食材をふんだんに♪

地元の「おいしい」を
満喫！

定番あり！
再発見あり！

オリジナルあ
り！

オープンテラスで
モーニングは
いかが？
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豊津上野豊津上野

白塚白塚

河芸河芸

市河芸庁舎市河芸庁舎

中勢グリーンパーク中勢グリーンパーク

道の駅
津かわげ

N

　イタリアンから和食まで楽しめる
カフェスペースでは、道の駅津かわ
げ発信のメニューが充実！
　特産品はもちろん、地元企業との
コラボ商品もお楽しみに。

　新鮮な伊勢湾の魚介類や、採れ
たての野菜など、おいしい産直品
がずらりと並びます！

おいしい農産物作りの名人

産直部会

採れたてのおいしさ♪

海のもの・山のものが
勢ぞろい！

年中無休！午前７時～午後７時
24時間いつでも使える
トイレ＆駐車場＆EV急速充電器を完備！

毎日でも来たくなる！
イベント

盛りだくさん！

ワクワク盛りだくさんで
お待ちしています！

道の駅津かわげ
駅 長

味と安心にこだわって
わたしたちが作ってます！

朝採れ野菜を
直送！

伊藤さん

小黒さん

内山さん

太田さん

須田さん

４月24日 日 ～５月８日 日 オープニングイベント

食べちゃおう！

旬のしらす、
小女子、あさり
などの試食販売

楽しんじゃおう！ 体験しちゃおう！

マジックショー、
河芸太鼓、大道芸

などの披露

あまご釣り堀、
マグロ解体ショー、

木工体験など
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(百万円)

問い合わせ　財政課　　229－3124　　229－3388

人件費、公債費、市債残高の状況

新 津市 新展開予算

1,135億9,626万円平成28年度当初
一般会計予算

※文中や図表中の金額表記は100万円未満を四捨
　五入などしています。また、▲はマイナスを表
　しています。

　平成28年度当初予算は、新 津市誕生から10年
の間に取り組んできたさまざまな事業の成果を継
承・活用するとともに、津市をさらに魅力あふれ
るまちにするため、これからの10年に向けて｢今
やるべきこと｣を確実にやり遂げることができる
よう新たな事業に取り組む予算を編成しました。
　主な事業として、子育て・子育ちの分野では、医療
費の助成を拡大し、新たに中学生までの医療費を無
料にする経費などを計上します。また、教育の分野で
は津市初の取り組みである美里地域での義務教育

学校の整備、全ての小・中学校の普通教室にエアコ
ンを５カ年計画で整備する経費などを計上します。
　その他、各分野で必要な経費に予算を配分した
ところ、平成28年度一般会計予算は、前年度と
比べて2.0％減の1,135億9,600万円となりまし
た。また、特別会計などを含めた総額は、前年度と
比べて5.6％増の2,664億4,100万円となりました。

　人件費は、平成27年度給与改定などにより202億
3,900万円と、昨年度(201億4,900万円)と比べ
9,000万円の増額となりました。また、公債費は96
億2,900万円と、昨年度(93億9,800万円)と比べ２
億3,100万円の増額となりました。
　市債(臨時財政対策債を除く)の発行は、新最終処
分場・リサイクルセンター整備完了などにより31
億4,700万円の減額となりましたが、近年の大型プ
ロジェクトの影響により、平成28年度末市債借入
残高の見込み(臨時財政対策債を除く)は540億
7,300万円と、昨年度末残高見込み(506億8,000万
円)と比べ33億9,300万円の増額となりました。

　臨時財政対策債とは、地方の財源不足を補てんするために、
本来、国から地方交付税として交付されるべき額の一部を振り
替えて発行する特別な地方債のことです。各地方公共団体が借
り入れ、後年度の償還金は全額地方交付税に算入されます。

平成28年度
決算見込み
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市の借入残高の推移

平成24年度
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平成25年度
決算

平成26年度
決算

平成27年度
決算見込み

会計別予算額

6億6,400万円

農業集落排水事業
簡易水道事業

企
業
会
計

椋本財産区
小　計

水道事業（支出）
工業用水道事業（支出）
下水道事業（支出）
駐車場事業（支出）

小　計
農業共済事業（支出）

住宅新築資金等貸付事業

3億2,300万円

1,226億7,800万円

60億　600万円 57億6,200万円 2億4,400万円 4.2%

土地区画整理事業

市営浄化槽事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
国民健康保険事業 337億1,000万円 307億9,200万円 29億1,800万円 9.5%

263億3,400万円 6億8,400万円 2.6%270億1,800万円

4億1,800万円 2億4,600万円 59.2%
12億6,300万円 9億3,000万円 3億3,300万円 35.8%

▲1.7%

5億4,900万円 300万円 0.5%
12億8,400万円 6億8,100万円 6億　300万円 88.6%
5億5,200万円

2,400万円
119億4,400万円 111億3,200万円 8億1,200万円 7.3%

2,200万円 200万円 6.8%

6,100万円 ▲800万円 ▲13.2%
100万円 100万円 10.4%

140億1,100万円 5.6%2,664億4,100万円 2,524億3,000万円合　計

増減率増減額平成27年度平成28年度会計名

29.3%118億2,400万円403億　300万円521億2,700万円
▲2.0%▲23億1,200万円1,159億　800万円1,135億9,600万円一般会計

特
別
会
計

モーターボート競走事業

301億6,700万円 306億9,100万円 ▲5億2,400万円

1,058億3,100万円 168億4,700万円

5,300万円

15.9%

2億8,600万円 3,700万円 13.1%
1.8%

175億8,200万円
500万円2億8,900万円2億9,400万円

▲7.3%▲13億8,000万円189億6,200万円

38,557 33,456

13,939

45,488 48,477

18,834

28,335 22,917 20,543

33,530

51,653

27,763

50,515

9,520

42,109

臨時財政対策債
と合併特例債を
除く市債

合併特例債

臨時財政対策債
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平成28年度当初予算の主要事業

「今やるべきこと」を確実にやり遂げる事業

保育所施設整備事業 ３億2,701万円

医療費助成事業 5,733万円
●民間保育所の施設整備支援

●医療費助成を拡大し、新たに中学生までの医
　療費を無料に(平成28年９月実施予定)

国民体育大会等準備事業
●伊勢湾海洋スポーツセンターの改修など

7,593万円

既存スポーツ施設改修事業
２億1,531万円

●各種競技会場となる体育館などの改修 道路・河川・公園等の維持事業
24億1,384万円

●地域インフラ維持・補修事業を含む道路、河
　川、公園などの維持管理の強化・充実

上浜町大谷町第１号線道路改良事業
8,031万円

●渋滞緩和、歩行者・自転車の安全確保のため
　の大谷踏切の拡幅(予備設計、用地測量など)

塔世橋南郊線(津興橋架け替え)道路改良事業
6,110万円

●老朽化により、耐震対策が必要な津興橋(岩
　田川)の架け替え(詳細設計など)

学校施設維持補修事業 12億2,890万円
●全小・中学校の普通教室へエアコンを整備
●トイレの洋式化の推進
●西が丘小学校の増築(プレハブ解消など)

放課後児童健全育成事業 ３億6,624万円
●放課後児童クラブ施設(村主地区)の新築
●ひとり親家庭への利用料支援の拡充

義務教育学校の開校 ２億8,389万円
●義務教育学校の整備を美里地域で実施

狭あい道路整備事業 515万円
●道路後退用地確保のための測量、除却などへ
　の助成

ごみ収集事業 17億618万円
●ペットボトルの月２回収集の実施
●汚れた容器包装プラスチックごみの可燃ごみ
　収集および危険ごみ収集の実施

獣害対策事業 １億224万円
●防護柵補助事業の拡充
●獣害対策相談チームの設置などによる獣害対
　策の拡充

(仮称)豊が丘会館別館整備事業

●(仮称)豊が丘会館別館の整備に係る実施設計など
2,045万円

大型プロジェクト事業の着実な推進
産業・スポーツセンターの整備

●本体建築工事
●南側駐車場周辺の緑地整備など

(仮称)応急クリニック及び教育委員会庁舎
整備事業
●本体建築工事など

57億4,571万円

７億4,482万円

久居駅周辺地区都市再生整備事業

●(仮称)久居ホール整備(実施設計など)
●市道新町野口線道路改良、避難路整備
●久居交流広場整備(市民会館解体工事および
　実施設計など)
●耐震性貯水槽整備(実施設計)
●久居体育館改修(実施設計)

12億126万円

名松線利活用関係事業
●民間団体による集客イベントへの助成・情報
　発信など

605万円 (仮称)香良洲高台防災公園整備事業
1,310万円

●(仮称)香良洲高台防災公園の盛土雨水対策

子育て・子育ち環境の充実

国体・インターハイに向けた対応

新たなごみ分別・収集体制の実施

獣害対策の推進

コミュニティ活動の支援

快適な教育環境の整備

生活・交通環境の整備
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C i t y N E W S ! 新 津市 新展開予算

歳入
1,135億9,600万円

自主財源
48.3％
548億4,000万円

市税
34.3％
390億1,400万円

繰入金 9.1％
103億7,000万円

その他 4.9％
54億5,600万円

地方交付税
15.8％
180億円

国県支出金
19.0％
215億7,400万円

市債
11.8％
133億5,500万円

地方消費税交付金
3.5％
39億2,700万円

地方譲与税 0.8％
8億5,300万円

その他
0.8％
10億4,700万円

依存財源
51.7％
587億5,600万円

個人市民税 153億9,500万円
法人市民税 28億2,900万円
固定資産税 161億5,900万円
たばこ税 17億6,500万円
その他 28億6,600万円

合 計 390億1,400万円

一般会計 歳入

　個人市民税は、国の景気対策などにより緩やか
な回復傾向が見られますが、法人市民税は、法人
実効税率の引き下げなどの影響により、減収を見
込んでいます。また、固定資産税・都市計画税も
土地価格の下落傾向などによる減収が見込まれる
ため、市税全体では前年度比1.0％減の390億
1,400万円を見込んでいます。

　平成28年度地方財政対策で、地方交付税総額
の前年度比0.3％の減額が見込まれることや、市
町村合併に伴う普通交付税算定の特例(合併算定
替え)期間が平成27年度で終了し、平成33年度か
らの一本算定に向けて平成28年度から段階的に
縮減されることなどから、前年度比1.1％減の
180億円を見込んでいます。

　国県支出金は、社会資本整備総合交付金、臨時
福祉給付金などの増額により、前年度比4.1％増
の215億7,400万円を見込んでいます。

　市債は、新最終処分場・リサイクルセンター整
備事業などの完了による発行額の減額により、前
年度比19.1％減の133億5,500万円を見込んでい
ます。うち実質的な地方交付税である臨時財政対
策債は、前年度と同額の41億円を見込んでいます。

　都市計画税は、道路や公園の整備などの都市
計画事業や、土地区画整理事業に使う目的税で
す。また、これらの事業を行うために過去に発
行した市債の償還金にも使われます。本年度は
下表のように、それぞれの事業に都市計画税を
均等に配分して事業を行っていきます。

　入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理
施設、消防施設やその他の消防活動に必要な施
設の整備や、観光施設の整備等を
含めた観光の振興に使う目的税で、
本年度は下表のように配分して事
業を行っていきます。

合　計 6,900万円 3,800万円

事業名

入湯税対象事業費

（一般財源）

Ａ

入湯税

（予算額）

Ｂ

Ｂ/Ａ

消防施設等整備事業 1,100万円 1,100万円 100.0%

観光施設整備事業 300万円 300万円 100.0%

観光振興事業 5,500万円 2,400万円 43.4%

目的税の使いみち

合　計 21億4,100万円55億9,200万円

38.3%
4億1,100万円 1億5,700万円

18億5,900万円48億5,600万円

公園事業（公園整備）

事業名

市債の償還（上記事

業などを行うために過

去に発行した市債償

還金）

都市計画税

（予算額）

Ｂ

Ｂ/Ａ

1,500万円3,800万円

2億8,700万円 1億1,000万円

都市計画税対象事業費

（一般財源）

Ａ

土地区画整理事業

下水道事業

市税

地方交付税（普通交付税＋特別交付税）

国県支出金

市債

合　計

▲2億円

8億4,600万円

▲31億4,700万円

3億5,700万円

5,000万円

4,500万円

390億1,400万円

予算額 前年度比増減額

▲3億9,800万円

▲1億　100万円

2億3,600万円

▲2億6,300万円

▲20億4,900万円

▲23億1,200万円1,135億9,600万円

587億5,600万円

10億4,700万円

8億5,300万円

39億2,700万円

133億5,500万円

215億7,400万円

その他

繰入金

180億円

548億4,000万円

54億5,600万円

103億7,000万円

歳入（科目）

小　計

その他

地方譲与税

地方消費税交付金

市債

国県支出金

地方交付税

小　計

自
主
財
源

依
存
財
源

市税

歳入の状況

市税の内訳
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平成29年10月にオープン予定の産業・スポーツセンター

（仮称）応急クリニック及び教育委員会庁舎完成予想図

歳出
1,135億9,600万円

義務的経費
46.3％
526億1,800万円

その他の経費
38.7％
438億9,600万円

人件費
17.8％
202億3,900万円

扶助費
20.0％
227億5,000万円

公債費
8.5％
96億2,900万円

物件費
16.9％
192億8,100万円

繰出金
15.1％
171億4,600万円

その他
6.7％
74億6,900万円

普通建設事業費（単独）
11.2％
127億200万円

普通建設事
業費（補助）
3.8％
43億4,400万円

災害復旧事業費
（補助・単独）
0.0％
3,600万円

投資的経費
15.0％
170億8,200万円

一般会計 歳出

　一般会計に計上する職員数は他会計との調整に
より、前年度に対し３人減の2,317人となってい
ますが、平成27年度給与改定により給料などが
増額となったことから、前年度比0.4％増の202
億3,900万円を見込んでいます。

　扶助費は、障害者総合支援法に関する各種給付
費や生活保護費などの増額により、前年度比
3.7％増の227億5,000万円、公債費は、前年度比
2.5％増の96億2,900万円を見込んでいます。

　普通建設事業費は、補助事業として、(仮称)久
居ホールの整備を核とする久居駅周辺地区都市再
生整備計画事業をはじめ、小・中学校施設の大規
模改造等事業などの事業費として、43億4,400万
円を見込んでいます。
　また、単独事業として、産業・スポーツセン
ター整備事業のほか、(仮称)応急クリニック及び
教育委員会庁舎整備事業などの事業費として127
億200万円を見込んでいます。
　災害復旧事業では、平成27年度に発生した災
害の復旧経費3,600万円を見込み、投資的経費全
体で前年度比20.8％減の170億8,200万円を見込
んでいます。

義務的経費（人件費）

義務的経費（扶助費・公債費）

投資的経費

性質別歳出の状況

目的別歳出の状況
歳出（科目） 予算額

民生費 395億6,100万円 24億9,600万円
衛生費 103億3,800万円 ▲71億1,100万円

前年度比増減額
▲2,900万円6億4,600万円議会費

総務費 195億9,000万円 39億4,300万円

商工費 12億3,700万円 ▲2億2,000万円
土木費 151億9,700万円 ▲2,500万円

労働費 5,900万円 0円
農林水産業費 27億2,600万円 ▲5億5,600万円

合計 1,135億9,600万円 ▲23億1,200万円

諸支出金 7,800万円 ▲100万円
予備費 1億円 0円

災害復旧費 3,600万円 ▲2億6,800万円
公債費 96億2,900万円 2億3,100万円

消防費 39億9,200万円 ▲8,300万円
教育費 104億　700万円 ▲6億8,900万円

歳出（性質） 予算額

小　計

10億　600万円

1,135億9,600万円

2億3,100万円
小　計 526億1,800万円 11億3,300万円

43億4,400万円 ▲48億8,800万円

0円

前年度比増減額
人件費 202億3,900万円 9,000万円
扶助費 227億5,000万円 8億1,200万円
公債費 96億2,900万円

▲23億1,200万円

127億　200万円

192億8,100万円

10億3,200万円

▲2億7,500万円
3,600万円 700万円

170億8,200万円 ▲44億7,700万円

義

務

的

経

費

投

資

的

経

費

そ

の

他

の

経

費

171億4,600万円
61億1,800万円

6億7,900万円

▲8億2,500万円
7億　700万円

11億5,000万円
1,000万円

3億4,500万円 ▲1,000万円

合　計

単独
補助

災害復旧
事業費

普通建設
事業費

維持補修費
補助費等
繰出金
物件費

その他
小　計 438億9,600万円

単独
補助

●目的別歳出の状況
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●男性不妊治療とは、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から
　採取するための手術（ＴＥＳＥやＭＥＳＡ）などのことです。
●年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
●平成28年４月１日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となりました。

助成内容

対象者

助成金額

助成回数
（年間制限なし）

三重県特定不妊治療費助成事業 津市不妊治療費助成事業

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、
保険適用外の自費分の一部を県が助成（ただし、体
外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療
費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成
（ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合
が対象）

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住している
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の
　合計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を
　受けた人

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住している
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の
　合計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を
　受けた人

●体外受精・顕微授精…１回の治療につき15万円
　（初回の治療に限り30万円、ただし治療内容によ
　っては７万5,000円）を上限に助成
●男性不妊…１回の治療につき15万円を上限に助
　成（ただし治療内容によっては助成対象外とな
　る場合があります）

10万円を上限に次の内容で助成（男性不妊は５万円
を上限に加算）
●体外受精・顕微授精・男性不妊…三重県特定不
　妊治療費助成事業による助成額を控除した額
●人工授精…費用の３分の２（医師が人工授精を
　開始すると決定した時から一定期間継続した治
　療が対象）

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成27年度までに受けた体外受精・顕微授精・
　男性不妊（単独）の助成回数を通算します。

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成27年度までに受けた体外受精・顕微授精・
　人工授精の助成回数を通算します。

不妊治療費助成制度が
変わりました

　不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減す
るため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精、
顕微授精)、男性不妊、一般不妊治療(人工授精)に

特定不妊治療費（体外受精、顕微授精）、
　　　　男性不妊、一般不妊治療費（人工授精）の助成

係る治療費の一部を県と市が助成します。
※平成28年度から対象年齢、助成回数が変わり
　ました。

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

第２子以降の特定不妊治療費の助成
助成内容
　１人以上の実子がいる夫婦で、平成26年７月
１日以後に初めて不妊治療費助成(人工授精を含
む)を申請し、県の通算助成回数の上限に達した
人は助成回数を延長し、通算して最大８回まで助
成(平成26年度に初めて申請した40歳以上の人は
３回まで追加助成が受けられます)

助成額　
　１回の治療につき15万円(治療内容によっては
７万5,000円)を上限に助成　
※夫婦の所得などの要件や申請
　方法などに変更はありません。
　詳しくは津市ホームページを
　ご覧ください。
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放課後児童支援員等(指導員)を募集しています

放課後児童クラブ名 電話番号地域

津

河　芸

芸　濃
美　里

安　濃

久　居

香良洲

一　志

白　山

放課後児童クラブ名 電話番号地域

養正地区放課後児童クラブきの子
修成地区放課後児童クラブしいのみ会
南立誠地区放課後児童クラブひまわり会
観音寺地区放課後児童クラブどんぐり会
北立誠地区放課後児童クラブたつの子会
敬和地区放課後児童クラブえのき会
育生地区放課後児童クラブくるみ会
新町地区放課後児童クラブわかば会
藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会
高茶屋地区放課後児童クラブさくら会
　　はなこま放課後児童クラブ（高茶屋小森町）
　　どんぐりの家（高茶屋五丁目）
神戸地区放課後児童クラブみどりっ子
櫛形地区放課後児童クラブくしがた会
雲出地区放課後児童クラブASKIDSくらぶ
一身田地区放課後児童クラブつくし会
すばる児童クラブ
　　豊野放課後児童クラブ（一身田豊野）
白塚地区放課後児童クラブはまっ子会
片田地区放課後児童クラブ青空会
西が丘地区放課後児童クラブ杉の子会
豊が丘地区放課後児童クラブやまもも会
南が丘地区放課後児童クラブたんぽぽクラブ

上野放課後児童クラブ上野どんぐり会
ゆたか学童クラブ
みらいの森学童クラブ
千里ヶ丘放課後児童クラブひまわり会
椋本地区放課後児童クラブ芸濃KIDS
美里さつき保育園じゃがいもクラブ
明合放課後児童クラブさくらんぼクラブ
安濃放課後児童クラブひまわりクラブ
村主放課後児童クラブすぐりんクラブ
誠之放課後児童クラブ
成美放課後児童クラブ
　　子供クラブSAKURA（久居北口町）
立成放課後児童クラブ立成げんきっず
桃園放課後児童クラブ
風の丘児童クラブ
栗葉放課後児童クラブ
香良洲放課後児童クラブなかよしキッズ
アドバンスキッズくらぶ
一志放課後児童クラブ高岡学童クラブ
家城地区放課後児童会いえキッズくらぶ
　　川口放課後児童クラブかわぐちの学童（川口小学校内）
大三放課後児童クラブWAIWAIくらぶ
倭放課後児童クラブみんなの倭

246－6525
226－6246
226－6247
226－6244
231－2698
226－9620
226－6245
225－9629
228－5606
234－3372
238－1616
273－6966
224－4327
237－3326
235－3131
232－1521
236－0115
231－1364
231－1382
237－0939
225－1360
230－2418
229－3828

245－1128
245－1128
245－4168
261－6691
279－2000
268－5858
268－3639

255－2604
255－2006
253－3963
255－2502
255－7739
253－7714
252－2001
292－3111
293－0405
293－6285
262－7313
225－7172
262－7870

090－6589－3330

080－1591－8978

090－3442－4930

問い合わせ　教委生涯学習課　　225－7172　　228－4756

放課後児童クラブ(学童保育所)

津市放課後児童クラブ一覧

　放課後児童クラブ(学童保育所)は、保護者が労
働などにより昼間家庭にいない小学生が、放課後
に安全で充実した生活を送ることができるよう保
護者や社会福祉法人、NPOが運営しています。
　利用を検討している保護者の皆さんは、各クラ
ブへ直接お問い合わせください。

児童の放課後をサポートします！

　平成28年４月から新たに５つの放課後児童クラブが加わりました。

　各放課後児童クラブでは、児童を保育する放課後児童
支援員等(指導員)を募集しています。津市ホームページ
で詳しく案内していますのでご覧ください。
※放課後児童支援員等(指導員)は、クラブごとの雇用と
　なります。

新

新 新

新

新
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問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330　　観光振興課　　229－3170　　229－3335
一身田寺内町 専修寺が県内分散型体験・交流行事の訪問先に決定

問い合わせ　広報課　　229－3111　　229－3339
津市ホームページバナー広告募集中！

問い合わせ　援護課　　229－3151　　229－2550
生活困窮者の相談窓口へ早めに相談を

「2016年ジュニア・サミットin三重」

　４月22日(金)から桑名市を主会場として開催さ
れる「2016年ジュニア・サミットin三重」の県
内分散型体験・交流行事の訪問先の一つとして、
一身田寺内町 専修寺が選ばれました。この行事
は、ジュニア・サミットの参加者が県内４コース
に分かれて各地を訪れ、三重の美しい自然や豊か
な伝統・文化などを体験・体感します。
　訪問日当日は一身田寺内町 専修寺付近の交通
にご不便をお掛けすることがありますが、ご理
解・ご協力をお願いします。

　仕事や生活にお困りの人は、一人で悩まず、まずご
相談ください。一人一人の状況に応じて、一緒に解決
に向けて取り組んでいきます。相談は無料で、秘密・個
人情報は厳守します。

こんな悩みや困りごとを抱えていませんか

●仕事がなかなか見つからない
●仕事を辞めて家賃が支払えない
●借金が多く生活が苦しい
●どこに相談すればよいかわからない相談窓口　援護課(丸之内27-10)

４月25日　午後訪問日 月

▼広告掲載料
　１枠当たり月額２万円(消費税・
　地方消費税を含む)

▼申し込み単位・応募枠
　１カ月単位で１社(者)当たり
　１枠

▼掲載期間
　１カ月以上で、平成28年度末
　(平成29年３月31日)を超えな
　い期間

▼申込期間
　随時受け付け

▼ホームページアクセス件数
　総アクセス件数…月平均約70
　万件
※応募方法など詳しくは津市ホー
　ムページをご覧ください。

総合トップページ

市民のみなさまへ トップページ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
バナー広告欄 ( 最大１５枠 )

アクセスするたび
にランダムに表示
されます

企業
バナー広告

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

広告欄

バナー広告欄 ( 最大１５枠 )
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地域包括支援センターのご利用を5
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問い合わせ　地域連携課　　229－3110　　229－3366

問い合わせ　高齢福祉課　　229－3294　　229－3334

　高齢者が住み慣れた地域で安心
して生活が継続できるよう、総合
相談の拠点として地域包括支援セ
ンターを設置しています。ここで
は、保健師や社会福祉士、主任ケ
アマネジャーなどの専門職による
相談のほか、介護予防ケアプラン
の作成や権利擁護、
高齢者虐待防止な
どの業務を行って
います。

市民活動を応援します！

市民活動団体設立等支援交付金
対　象　市内に活動の拠点を置く次の団体
①本年度内にNPO法人の設立登記が完了する予
　定の市民活動団体
②２人以上の構成員で市民活動団体を設立しよう
　とする、または、２人以上の構成員で設立後１
　年を経過していない市民活動団体
対象経費
①NPO法人の設立認証申請に要する経費
②公益的な活動を行う市民活動団体の設立に要す
　る経費、または、設立後１年を経過していない
　市民活動団体の運営に要する経費。原則として
　飲食費、人件費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高10万円)

市民活動推進交付金
対　象　構成員が２人以上で、市内で自主的な活
　動をしている自治会や市民活動団体(これまで
　に５回以上市民活動推進交付金を交付された団
　体を除く)
対象経費　応募団体が主体的に取り組む公益的な
　活動(個人活動を除く)に要する経費。原則とし
　て飲食費、人件費、活動組織の運営管理に関す
　る経費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高20万円)

応募方法
　地域連携課または各総合支所地域振興課にある
申請書に必要事項を記入し、直接窓口または郵
送、ファクス、Ｅメールで地域連携課(〒514-
8611 住所不要、　229-3110@city.tsu.lg.jp)へ
※申請書は津市ホームページからもダウンロード
できます。
締め切り
　５月27日(金)必着
選考方法
　６月12日(日)９時から開催する公開審査会「市
民セレクション」で、プレゼンテーションを行い
決定

地域でがんばる皆さんへ

　昨年度の事
業実施団体に
よる報告会を
開催します。
応募の参考に、
ぜひお越しく
ださい。
と　き　５月15日(日)９時～
ところ　津リージョンプラザ２階健康教室

　地域の課題解決や地域振興などの公益的な活動に取り組んでいる団体や、これから
取り組もうとしている団体を対象に、平成28年度の活動経費の一部を支援します。
国や他の地方公共団体から財政的な支援を受けている団体は、対象になりません。

津中部中地域包括支援センター

津中部北地域包括支援センター

津中部東地域包括支援センター

津中部西地域包括支援センター

津中部南地域包括支援センター

津北部東地域包括支援センター

津北部西地域包括支援センター

津久居地域包括支援センター

津一志地域包括支援センター

センター名 担当地域 問い合わせ

津地域（養正・安東・櫛形・一身田）

津地域（北立誠・南立誠・敬和）

津地域（修成・育生・藤水・南が丘）

美里全域・津地域（神戸・片田・新町）

香良洲全域・津地域（高茶屋・雲出）

河芸全域・津地域（白塚・栗真）

芸濃全域・安濃全域・津地域（大里・高野尾・豊が丘）

久居全域

一志全域・白山全域・美杉全域

271－6535

213－3181

213－8115

237－2018

238－6511

245－6666

267－1125

254－4165

262－7295

事業報告会を開催
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太陽光発電設備などの設置に対する補助金7
TSU NEWS

家具などの転倒を防止するための固定金具の配付・取付支援6
TSU NEWS

個人住宅
太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計 金額（１件当たり）

太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計

金額（１件当たり）
共同住宅・事業所 自治会集会所

５kW以上10kW未満 10万円

３kW未満
３kW以上６kW未満
６kW以上10kW未満

３万円
６万円
10万円

21万円
42万円
70万円

自治会集会所、共同住宅、事業所

　自ら居住する住宅で、地震等による家具などの
転倒を防止するための固定金具の配付・取付支援
を無償で行います。ただし、固定金具の配付・取
付支援は、それぞれの実施年度を問わず１世帯に
つき１回限りです。

受け付け
　随時　※在庫がなくなり次第終了
金具数の上限
　L字金具(小)４個、L字金具(中)２個、連結金具
２個、皿木ネジ(L=32mm)24本、皿木ネジ
(L=20㎜)８本
対　象
　津市に住所のある人
必要書類
　申請書(借家の場合は家主の承諾が必要)、住所
の確認できる書類(住民票、運転免許証等の写し)
※代理受領の場合は委任状が必要です。申請書は
津市ホームページからダウンロードできます。
提出場所
　防災室または各総合支所地域振興課

　地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が
少ない新エネルギーの利用を促進するため、次の
とおり補助金を交付しています。

対象設備
　太陽光発電システム、小型風力発電システム
対象者
　市内で、個人住宅や共同住宅、事業所、自治会
集会所に対象設備を設置する人
対象にならない場合
●補助金の申し込み前に、対象設備の設置工事に
　着手したとき、または対象設備が設置された新
　築住宅を購入し引き渡しを受けたとき
●対象設備の施工または販売を行う事業者が、販
　売促進のみを目的として設置するとき
●すでに今年度内にこの補助金の交付を受けてい
　るとき
●事業が年度内に完了しないとき

補助金額
▼太陽光発電システム

▼小型風力発電システム
　１件当たり６万円
申し込み
　環境政策課または各総合支
所地域振興課へ　※詳しくは、
津市ホームページをご覧くだ
さい。

取付支援を行います
　配付する固定金具の取り付けが困難な場合
に、支援を行います。希望する場合は配付申
請をするときに申請してください。
対　象　65歳以上の高齢者のみの世帯、障が
　いのある人と同居している世帯
※障がいのある人とは…下記のいずれかに該
　当する人
●身体障害者手帳の級が１級から３級
●精神障害者保健福祉手帳の級が１級
●要介護認定の区分が３から５
●療育手帳の区分がＡ
必要書類　対象要件の確認できる書類(世帯全
　員の住民票、身体障害者手帳の写しなど)

固定金具

問い合わせ　環境政策課　　229－3212　　229－3354

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247
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津市民文化祭 参加者・作品募集8
TSU NEWS

総合文化誌「津市民文化」第10号を販売9
TSU NEWS

部　門

書道・
工芸美術

５月18日㈬～
22日㈰

６月15日㈬～
19日㈰

６月22日㈬～
26日㈰

６月29日㈬～
７月３日㈰

５月３日㈫
17時

５月31日㈫
17時

６月７日㈫
17時

６月14日㈫
17時

５月17日㈫
15時～17時

６月14日㈫
13時30分～14時

６月21日㈫
13時30分～17時

６月28日㈫
15時～17時

５月22日㈰
16時～17時

６月19日㈰
16時～17時

６月26日㈰
16時～17時

７月３日㈰
16時～17時

日本画

洋　画

写　真

開催期間 締め切り
（必着） 作品搬入時間 作品搬出

時間

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

　特集「川と池」をはじめ、市内の風景写真(川・水)、各地域で活動
する皆さんによる合併10年座談会、市民の皆さんから寄せられた
エッセイ・短編小説、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　４月22日(金)
販売場所　文化振興課、教委生涯学習課、各総合支所地域振興課、津
　リージョンプラザ管理事務室、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)、BOOKS
　金青堂(イオン久居店)、別所書店(修成店、津駅店、イオン津店)

　市民参加によって開催される津市民文化祭の文
芸部門の参加者と美術部門の作品を募集します。
応募方法など、詳しくは津リージョンプラザ、文
化振興課、各総合支所地域振興課、各公民館にあ
る応募要項をご覧ください。

　文芸部門
いずれも

ところ　橋北公民館研修室Ａ(アスト津４階)
川柳大会
と　き　５月15日(日)10時～16時
費　用　1,000円(当日徴収)
参加方法　当日11時30分までに会場で所定の用
　紙に投句。宿題は、「なるほど」「詰める」「無
　駄」「踊る」「集まる」で各題２句ずつ、計10
　句を投句。
俳句大会
と　き　６月５日(日)13時～16時
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　当日13時までに、未発表の当季雑詠
　３句を会場で投句
短歌大会
と　き　６月11日(土)13時～16時30分
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　５月17日(火)までに、はがきに未発表
　作品１首と住所、氏名、電話番号を明記し、奥田
　榮子さん(〒514-0033 丸之内13-5)へ　※必着

連句大会
　座談会と連句の実作会です。
と　き　６月19日(日)10時～16時
費　用　500円(当日徴収)

　美術部門
いずれも

開催時間　９時30分～16時30分(最終日は16時
　まで、入場は終了時刻の30分前まで)
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報センター・
　ギャラリー
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○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

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画情報紙つばさ
第20号を発行

津市体育館
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（６・７月分）収税課

　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付

市民課
　229－3145　　221－1173

無戸籍でお困りの人へ

市民課
　229－3143　　221－1173

市民便利帳の広告掲載事業者

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

手作りトートバッグ教室

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

農作業後の土の落下にご注意を

お知らせ

イベント

募　　集

津球場公園内野球場

　第１期の納期限は５月２日(月)
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、第２期
から口座振替になります。

　無戸籍とは、何らかの理由で
出生届が提出されず、戸籍がな
いことを言います。無戸籍の人
は、戸籍の記載がないため、身
元を証明することができず、社
会生活上さまざまな不利益を受
けることがあります。また、戸
籍をもとに作られる住民票もな
いため、行政サービスを受ける
ことができない場合があります。
　事情があり出生届の提出がさ
れていなくても、住民票の記載
を行うことができる場合があり
ますので、心当たりのある人は
市民課へご相談ください。
　なお、無戸籍の人を戸籍に記
載するための手続きに関する相
談は法務局で受け付けています。
相談窓口　津地方法務局戸籍課
　　228-4192

　農作業の
後に土など
を道路に落
としたまま
にすると、
道路が汚れ
るだけでなく、通行の妨げにも
なり大変危険です。田や畑から

公道へ出る前には、トラクター
などに付着した土を除いてから
走行してください。また、やむ
を得ず道路を汚した場合は、速や
かに清掃してください。

　発行20号を
迎え、新 津市
誕生10周年を
記念した、男
女共同参画に
関する特別企
画が盛りだく
さんの内容で
す。読者の皆さんからの意見や
感想をお待ちしています。
内　容
●津市の男女共同参画を担って
　きた男女(なかま)たち
●今すぐできる！男女共同参画
　20のとりくみ
●津市男女共同参画のあゆみ
●女性活躍推進法って…なぁに!?
●津市ヘルスメイトおすすめ簡
　単レシピ紹介
配布場所　男女共同参画室、各
　総合支所地域振興課(生活課)、
　公民館など　※津市ホームペー
　ジからもご覧いただけます

　保育士と一緒に自分
だけのトートバッグを
作ろう。
と　き　４月23日(土)10時～
ところ　津市モーターボート競
　走場２階女性・子どもルーム
対　象　小学生以下
定　員　先着20人
入場料　100円(20歳未満は無料)

　津球場公園内野球場と北部運
動広場の６・７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　直接津市体育館窓口へ
申込期間　４月20日(水)～30日
　(土)8時30分～21時30分

　市では官民協働事業として、
地域情報や行政情報、生活情報
を掲載したガイドブック「津市
市民便利帳(2016年版)」の発行
を９月に予定しています。
　現在、この市民便利帳に広告
を掲載していただける事業者の
皆さんを募集しています。広告
掲載の申し込みについて詳しく
は株式会社サイネックス(　
0598-23-9220)へお問い合わせ
ください。
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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

5月の開催日程5月の開催日程
問い合わせ　競艇事業課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所

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

市民交流課
　229－3142　　227－8070

津市交通教育プロバイダ

河芸町
久知野1150－1

50㎡

52㎡

60㎡

3,000円

3,120円

3,600円

面積場　所 費用（年間）

活動の様子

　土と親しみ、収穫の喜びを味
わいませんか。
利用期間　来年３月31日(金)ま
　で(以後も継続更新可能)
募集区画　抽選３区画

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
　からダウンロードできます。
申込期間　４月18日(月)～27日(水)

任　期　委嘱
　日(８月上旬)
　から２年間
活動内容　①
　市内の幼稚
　園や保育園、小・中学校などで
　開催する交通安全教室での指
　導(年間40回程度)②各種交通
　安全行事への参加(年間10回
　程度)など
活動時間　１回４時間程度

謝金など　①１回当たり5,000円
　②時給1,000円　※いずれも
　通勤費相当額を含む
対　象　市内に在住の20～64歳
　の人
定　員　４人程度　※書類審査
　の上、面接
申し込み　市民交流課または各
　総合支所地域振興課(生活課)
　にある応募用紙に必要事項を
　記入し、直接窓口または郵送
　で市民交流課(〒514-8611 住
　所不要)へ　※応募用紙は津市
　ホームページからもダウンロー
　ドできます。
申込期間　４月18日(月)～５月
　31日(火)必着

バドミントン（８面、13時～17時は４面）
バドミントン（４面、18時～21時30分のみ）
卓球（18台）
卓球（18台、13時～17時のみ）
バレーボール（３面、13時～17時は１面）
※ソフトバレー可

卓球（５台）

卓球（２台）

バドミントン、ソフトバレー（アリーナ）、
卓球（剣道場）
ソフトバレー
バドミントン

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

バドミントン
卓球

11日㈬、16日㈪、26日㈭、31日㈫
６日㈮、18日㈬、23日㈪
６日㈮、18日㈬、23日㈪
９日㈪、11日㈬、16日㈪、20日㈮、24日㈫、26日㈭、31日㈫

９日㈪、20日㈮、24日㈫

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）

３日（火・祝）、10日㈫、17日㈫、24日㈫、31日㈫

10日㈫
20日㈮

４日（水・祝）、11日㈬、18日㈬、25日㈬

２日㈪

14日㈯、15日㈰、28日㈯

９日㈪
23日㈪

■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。

５月のスポーツ施設一般公開（個人使用）
津市体育館　　225－3171
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）
※バドミントンとバレーボールの13時～17時は、半面
　が卓球になり、卓球の18時～21時30分は、半面が
　バドミントンの一般公開になります。

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

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）

香良洲体育館　　292－2498
（9時～12時、13時～17時）
一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

本場

場外

昼

夜

5月
スタンド

津インクル

31302928272625242322212019181716151413121110987654321
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水火月日

スポーツニッポンパール賞競走

スポーツニッポンパール賞競走

日刊スポーツちどり杯争奪戦

日刊スポーツちどり杯争奪戦

スポーツ報知ビクトリーカップ

スポーツ報知ビクトリーカップ

常滑 尼崎 宮島 常滑 多摩川GⅠ平和島
周年

SGオール
スター

レディオキューブ
FM三重カップ

レディオキューブ
FM三重カップ江戸川 児島 GⅠ大村周年 平和島

常滑 GⅢ浜名湖女子 多摩川 常滑 多摩川SGボートレースオールスター（尼崎）GⅠ平和島周年

尼崎 常滑 福岡 大村 鳴門 GⅢ浜名湖

芦屋 徳山 唐津児島 宮島 徳山 戸田 GⅢ徳山女子 芦屋 唐津

GⅢ若松女子 桐生 蒲郡 丸亀 桐生 蒲郡 桐生 若松

住之江 蒲郡 住之江 丸亀 住之江女子 若松 丸亀 蒲郡
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記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

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・・・・・・・・・・・・

10件（29件）
2件（4件）

1,153件（2,463件）
765件（1,514件）

0人（1人）
103人（167人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

123,384世帯
（前月比78世帯増）

282,713人
（前月比73人減）

137,149人
145,564人

市民の動き
２月分

（平成28年累計）

悲しい数字

イベント

募　　集

第８回しらさぎフェスタ
　５月８日(日)10時～16時　　
白山総合文化センター　　踊りの
競演、地元物産展、抽選会など
　同実行委員会(白山総合支所地
域振興課内、　262－7011)

久居文化協会山野草展
　５月１日(日)・２日(月)９時
～17時　※２日は16時まで　　
久居公民館　　盆栽・山野草展
示、苗木など販売
　同協会盆栽部代表(　255－
7106)

盆栽友人趣味の会
第41回展示・即売会
　５月１日(日)13時～３日(火・
祝)16時(昼夜連続で開催)　　津
観音寺境内(大門)
　同担当(　090－2184－2350)

津偕楽公園の清掃 
　５月６日(金)９時30分～　　
同公園西側駐車場集合　※雨天
中止 
　みえ長寿15期会
(　245－5044)、
ふれあいカレッジ
１期会(　232－
6806)

津市健康体操大会2016
　４月24日(日)10時～14時30
分　　津市体育館
　津市健康体操連絡協議会(　
279－3117)

四季の彩り祭り「七夕☆星祭り」
参加団体
　７月２日(土)10時～15時30分
　久居総合福祉会館南館３階レ
クリエーションホール　　邦楽、
ダンス、ショーなど
　４月18日(月)～28日(木)に電
話で四季の彩り祭り実行委員会
事務局(　255－3180)に応募用
紙を請求し、郵送で提出

わんぱくディキャンプ

　５月28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、カレー
作り、マッチの使い方　　市内
に在住の小学１～３年生　　　
60人　　1,200円

　４月22日(金)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ

スポーツ安全保険
　活動中の事故による傷害や、
第三者に与えた損害を補償する
スポーツ安全保険に加入しませ
んか。
　スポーツ・ボランティア・文
化活動などを行う４人以上のア
マチュアの団体やグループ
　①スポーツ振興課または各総
合支所地域振興課、津市体育
館、百五銀行各支店にある加入
依頼書に必要事項を記入し百五
銀行へ②「スポ安ねっと」のホー
ムページで会員登録後、名簿を
作成しコンビニまたはPay-easy
にて保険料を支払い
　加入に関して…スポーツ安全
協会三重県支部(　059－372－
8100)、事故・保険内容に関して…
東京海上日動東海スポーツ安全
保険コーナー(　0120－789－057)

手話サークル
　５月13日(金)から毎週金曜日
19時～20時30分　　津市ふれ
あい会館(本町)
　５月の活動日に直接会場へ
　若葉手話サークル代表(　090－
4199－6164)

　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(〒514－0027 大門６－15、　
　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)

■津市民スポーツ教室

ラグビーフットボール

サッカー

５月８日㈰10：00～12：00
６月４日㈯10：00～12：00
６月４日㈯13：30～16：30

海浜公園内陸上競技場
海浜公園内陸上競技場
海浜公園内陸上競技場

４歳児～中学生
５歳児～小学２年生

40歳以上

当日会場で申し込み
５月27日㈮
５月27日㈮

50人
120人
40人

種　目 と　き ところ 対　象 締め切り定員

昨年のディキャンプの様子
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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　

健　　康

ベビーちゃんのわくわくランド
　５月～来年２月の毎月第３土
曜日11時～12時　　久居総合福
祉会館２階教養娯楽室　　３歳
未満の子どもと保護者　　　40
組　　１回500円　※別途保険
料年間800円が必要
　４月22日(金)から所定の申込
用紙に必要事項を記入し、直接
窓口またはファクス、Ｅメール
で津市スポーツ・レクリエーショ
ン協会事務局(スポーツ振興課
内、　229-3247、　sporec_
tsu@yahoo.co.jp)へ
　同事務局(　229－3254)

小型ヨット体験試乗会
　４～10月の毎月第１・３土曜
日９時～12時　　津ヨットハー
バー(津興)　　誰でも簡単に乗
れるよう設計されたヨットを
使った体験試乗会　　各６人　
　１回500円
　前日までに津ヨットハーバー
(　226－0525) へ
　セーラビリティ津事務局(　
256－4727)

ジュニアユースヨットクラブ
ヨット試乗会
　５月14日・28日、７月23
日、８月13日いずれも土曜日９
時～12時　　津ヨットハーバー
(津興)　　小型ヨットを使用した
体験試乗会　※運動のできる服
装、ウインドブレーカー、着替
え持参　　小学３年生～中学３
年生　　各10人　　１回500円
　三重県ヨット連盟担当(　050－
3694－1951)へ

10月開催の津まつり
安濃津よさこい参加チーム
　５月23日(月)までに安濃津よさ
こい実行委員会(　226－8888)へ

親子記者事業参加者
　長崎市で行われる原爆犠牲者
慰霊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
和の願いの継承を図ります。
　８月８日(月)～11日(木・祝) 
　小学４～６年生の子どもと保
護者　　　９組18人
　５月９日(月)までに日本非核
宣言自治体協議会事務局(長崎市
役所平和推進課内、　095－844－
9923)へ　※詳しくは同事務局
ホームページをご覧ください。

子ども会洋上教室

　８月17日(水)～23日(火)　※６
泊７日　　北海道内　　市内に
在学の小学５・６年生　　　
200人　　6万5,000円(税込)
　７月７日(木)17時までに津市
子ども会のホームページから申し
込み、または津市子ども会連合会
事務局、各教育事務所にある所定
の申込書に必要事項を記入し、直
接窓口または郵送で津市子ども
会育成者連合会事務局(津市青少
年センター内、〒514-0027 大門
７-15 津センターパレス２階)へ
　同事務局(　225－7172)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　５月11日(水)13時～14時30
分　　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・軽易な仕事
を探している人

　同センター(　224－4123)

春の町民囲碁まつり
　５月８日(日)10時～　　一身
田公民館　　棋力別のリーグ戦
　　24人　　1,500円(昼食代、
賞品代を含む)
　４月23日(土)～30日(土)に同
公民館囲碁サークル木曜会担当
(　232-2372)へ

高血圧市民公開講座
　５月７日(土)13時～　　県文
化会館中ホール(県総合文化セン
ター内)　　テレビ出演歴のある
３人による講演「高血圧の予防と
治療」、「毎日の食事でおいしい
減塩の工夫を」、「スロージョギ
ングで健康寿命延伸」　　900人
　日本高血圧協会事務局(　06－
6350－4710)

第１回 三重県薬剤師会「県民講座」
　５月８日(日)９時～13時　　
三重県薬剤師会館(島崎町)　　
松浦惠子さん(三重県薬剤師会副
会長)による講演「お薬の正しい
使い方」、森康則さん(三重県保
健環境研究所主任研究員)による
講演「温泉による健康づくり」(予
定)と健康管理・薬の相談会・入
浴剤作りなど　　200人
　はがき、または電話、ファク
ス、Ｅメールで住所、氏名、電話
番号、参加希望人数を三重県薬剤
師会(〒514-0002 島崎町311、
　228-5995、　225-4728、　
　jimu4@mieyaku.or.jp)へ

住民健康講座
　５月12日(木)14時～15時　　
久居公民館　　笹辺潔さん(小渕
医院院長)による講演「食道・胃
の検査と病気」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

昨年の試乗会の様子

昨年の洋上教室の様子
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記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

健　　康

無料相談

６日㈮
９時～12時

10日㈫
13時30分～
15時30分

13日㈮
９時～12時

16日㈪
13時～16時

27日㈮
10時～15時

アスト津４階
会議室３

とき（５月） ところ

２日㈪
９時30分～11時30分

19日㈭
13時～16時（受け付
けは15時まで）

久居総合福祉会館
南館２階談話室１

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

とき（５月） ところ

市白山庁舎２階
住民活動室

河芸ほほえみセンター２階
ケース会議室

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

久居総合福祉会館南館３階
レクリエーションホール１・２

津市消費生活
センター

転倒予防教室
　４月28日(木)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　講話「健
康寿命の話し」と転倒予防体操
　市内に在住の60歳以上の人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

認知症予防教室
　５月13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　　アン
チエイジングで認知症予防　　
市内に在住の60歳以上の人　　
　20人
　４月28日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

メンタルヘルス相談
　仕事がうまくいかない、職場の
人間関係のことで悩んでいるな
ど、悩みや不安のある人は一人
で悩まず気軽にご相談ください。
　毎月第２・４金曜日18時～20時
※祝・休日、年末年始を除く　　
サン・ワーク津　　専門の産業カ
ウンセラーによる相談　　市内
に在住・在勤の人　　１日２人
(１人50分程度)
　前日までに電話で商業振興労
政課(　229－3114)へ

消費生活相談
　毎週月～金曜日
９時～12時、13時
～16時(祝･休日、
年末年始を除く)
　市本庁舎１階市
民交流課内　　消
費生活相談員によ
る商品の購入やサービス利用な
どのトラブルに関する相談(電話
相談も可)

　津市消費生活センター(　229－
3313)

三重県司法書士会常設相談会
(面談は要予約)
　毎月第１・２・３水曜日13時
30分～16時30分、毎月第４土
曜日17時30分～20時30分(祝・
休日、年末年始を除く)　　三重
県司法書士会館(丸之内養正町)
　登記、相続、裁判手続き、多
重債務、後見制度など　※電話
相談(　273－6300)も面談と同
じ時間帯に行います。
　毎週月～金曜日９時～17時に
同司法書士会(　221－5553)へ

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

司法書士による専門相談
(相続・贈与・土地問題など)
　毎月第２土曜日13時～16時
(10月８日、祝･休日、年末年始
を除く)　※12時から整理券(　
　10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）

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

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

５月の行政相談・市政相談
　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。

　三重行政評価事務所(　227－
6661)

人権擁護委員による人権相談
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など(秘密厳守)
■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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大宝院

新 市指定文化財  紺紙金銀字千手陀羅尼経
　平成28年３月25日、津観音大宝院が所蔵する
有形文化財９件が、新しく津市指定の文化財と
なりました。
　今回は、新しく文化財となった資料のうち、
製作された時代が最も古い「紺紙金銀字千手陀
羅尼経」を紹介します。これは、紺色に染めた
紙を使い、金色の枠線の中に、金字と銀字で一
行ずつ交互に経文を書写した紺紙金銀交書経と
いわれるものです。
　紺紙金銀交書経は、平安時代後期のものが数
種類知られていて、中でも著名なのが「中尊寺
経」と呼ばれるものです。この中尊寺経は、奥
州平泉(現在の岩手県)を本拠地とした藤原清衡
が、永久５(1117)年から８年ほどかけて書写さ
せ、平泉の中尊寺に伝来したものです。現在、
中尊寺には15巻を残すのみで、和歌山県の高野
山金剛峯寺に4,296巻、大阪府の観心寺に166
巻、東京国立博物館に12巻のほか、全国各地で
保管されています。そしてこれらの多くが、貴
重な写経として国宝や重要文化財に指定されて

います。
　大宝院所蔵の「紺紙金銀字千手陀羅尼経」
は、使われている紙の質感、金銀字による経文
の書風などから平安時代後期、12世紀に製作さ
れたと考えられます。中尊寺経の一部である可
能性が極めて高く、紺紙金銀交書経の重要な資
料として、市指定文化財となりました。
　新たに指定された有形文化財は５月29日(日)
まで、津観音資料館で公開されています。この
機会に津観音を訪れて、「紺紙金銀字千手陀羅
尼経」をはじめとした貴重な文化財を間近でご
覧になってはいかがでしょうか。

紺紙金銀字千手陀羅尼経

こ ん 　  し 　 き ん 　 ぎ ん    じ   　せ ん 　 じ ゅ 　 だ      ら 　  に 　  きょう

種　別 名　称 員　数 時　代

書跡・典籍  紺紙金銀字千手陀羅尼経 １巻  平安

書跡・典籍  紺紙金字妙法蓮華経 ８巻  平安～鎌倉

絵画  絹本著色　釈迦十六善神像 １幅  鎌倉～南北朝

絵画  絹本著色　尊勝曼荼羅図 １幅  室町

絵画  絹本著色　五大尊像 １幅  室町

絵画  絹本著色　不動明王像 １幅  室町

絵画  絹本著色　高野四社明神像 １幅  安土桃山

絵画  絹本著色　大隨求菩薩像 １幅  安土桃山～江戸

絵画  絹本著色　職貢図 １巻  明

新 市指定文化財一覧表
新 市指定文化財５月29日 日 まで公開中！
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　津市政策財務部広報課
　〒514－8611
　西丸之内23－1　　
　　059－229－3111
　　059－229－3339
●印刷
　寿印刷工業株式会社

人
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命
は
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ま
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る
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家
は
人
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命
を
預
か
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て
い
る
。

こ  の    ま  ち

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.1 タケノコ～

やま　かわ　　とく 　み

美里農産物加工組合　山川 徳美さん

　「竹林や森を整備すると、そこで生まれた豊富な養分が川を流れて海へと運ばれ、魚や貝が集まってくる。
山と海も、人と人も、私たちはみんな、つながっていますよね。こうして育つものを食べて、人の命は育まれる。
私たち農家の仕事は、人の命を預かっているのと同じことです。だから、添加物は絶対に使いません。」
　そう話す山川さんは、現在、農産物の生産から加工、販売までの6次産業化に力を入れている。中でも、
美里地域の肥沃な赤土で育ったタケノコを、米ぬかなどを使ったアク抜きをせず、たっぷりのきれいな水だけで
ゆがいて生産するタケノコの水煮は、頭の先からお尻まで同じ食感で、えぐみが一切なく、おいしいと評判。

津ぶっことは…津市の農林水産業をもっと元気にするため、ブランド品目として推進している13品目の産品　 ▼次回は「花しょうぶ」



折り込み紙

催し物のご案内

津市民文化祭 舞台芸術部門
「謡と舞の会」

津市人権・同和教育研究協議会総会及び
研修会

星合智美ピアノリサイタル

花まつり稚児行列

与津の会 舞踊発表会

第24回むつごろう会歌と踊りの集い

第61回チャリティー民踊・舞踊まつり

第７回秋桜会カラオケの集い

各部前売3,000円
各部当日4,000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　　229-3300

■アストプラザ　アストホール　　222-2525
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29

日

水

木

日

土

日

日

日

14:00

9:20

13:00

11:30

12:30

9:30

10:30

9:20

15:30

17:10

15:30

16:00

16:00

17:00

15:30

18:00

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

1,000円

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料
  (要整理券）

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき３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28年４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３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28年４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

さつき会歌謡祭 無　料9:00 17:00

■芸濃総合文化センター　市民ホール　　265-6000

■美里文化センター　文化ホール　　279-8111

月

2016

5

22 日

無　料13:00 17:0021 土

1部13:30
2部17:30

1部17:00
2部21:00

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料など日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

　229-6217(星合）

　090-5861-9201(上田)

でいごの花の会
　090-3578-6953(浜田）

花まつり稚児行列委員会
　227-3034(青木）
　090-1989-0448(田中）

与津の会
　227-1034(花柳）

津リージョンプラザ
　229-3300

むつごろう会
　090-8159-3340(本堂）

津音頭保存会
　237-1935(鳥山）

秋桜会
　090-3569-6138(藤井）

うたおう会
　226-7020(西田)

朝陽中学校
　245-0064(川本）

津市人権・同和教育研究協議会
事務局　　265-5547

文我の会事務局
　0598-36-0190

株式会社マイナビ
　052-582-1307

三重歴史研究会
　227-7712(椋本)

でいごの花の会　チャリティー歌の集い
特別ゲスト　川野夏美(クラウン)
ゲスト  卯月さなえと琉神太鼓

うたおう会 音楽会

スプリングコンサート

   

桂文我・上方落語会「東の旅」通し口演 

マイナビ就職セミナー

三重歴史研究会 歴史講演会

1

4

5

7

11

29

日

水

木

土

水

日

14:00

15:00

14:00

13:00

13:00

16:00

16:30

15:30

17:00

17:00

無　料

無　料

無　料



折り込み紙

催し物のご案内

19日　レ･クルール(器楽アンサ
          ンブル)

全国剣詩舞コンクール三重県大会

第11回サンデルタ歌と踊りの集い

三重レクリエーション実技研修会

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

18日(水)～22日(日)
9:30～16:30
(22日は16:00まで）

28日(土)・29日(日)
9:30～15:30

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料など 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  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

無料

300円
（呈茶券）

昨年のミニコンサート

津市民文化祭　出会いの広場ミニコンサート

イベント情報

　お昼のひとときに、ミニコンサートを
開催します。気軽に立ち寄って、合唱・
合奏をお楽しみください。
と　き　５月18日(水)・19日(木)12時
　15分から約30分間
ところ　津リージョンプラザ１階出会い
　の広場
入場料　無料
内　容   18日　合唱団リーベ

問い合わせ　
津リージョンプラザ　　229-3300

　226-5660(内藤）

　090-5614-1486(西村） 

　226-3634(松尾） 

津市民文化祭 舞台芸術部門 
「邦楽と舞踊の会」

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール　　268-5811

無　料13:00 15:3015 日

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

津リージョンプラザ
　229-3300

■サンデルタ香良洲　多目的ホール　　292-3113

無　料

無　料

3,500円

10:00

9:00

10:00

16:30

16:30

16:00

15

22

29

日

日

日

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

第８回しらさぎフェスタ

■白山総合文化センター　しらさぎホール　　262-5893

無　料10:00 16:008 日

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

しらさぎフェスタ実行委員会
　262-7011(白山総合支所地域
振興課内)

津市民文化祭 美術部門
「書道展・工芸美術展」

津市民文化祭 生活文化部門
「茶の湯大会」



折り込み紙

津市防災だより

平成28年４月16日発行
平成28年　第１号
危機管理部 防災室

　229－3104　　223－6247津市防災だより
新 津市合併10周年記念事業

津市防災だより発刊！
自主防災組織の活動紹介と防災情報をお知らせします

　災害による被害を予防・軽減するためには、
「自助」「共助」「公助」の連携による地域防災
力の向上が不可欠です。津市防災だよりでは、市
民の皆さんの防災意識を高め、自主防災組織など

　津市が配信する「台風や大雨情報」「地震関連
情報」「国民保護情報」を確実に入手すること
で、適切な避難行動につなげましょう。

の活動活性化と結成を促進するため、家庭での防
災対策「自助」、地域の自主防災協議会などによ
る防災活動の取り組み「共助」、津市による防災
対策の取り組み「公助」を紹介していきます。

共助による「災害に強いまちづくり」を

津市防災情報メールの登録を！

補助金を交付します

　平素は、津市自主防災協議会の運営に格別の
ご協力、ご支援を賜りましてありがとうござい
ます。「津市防災だより」の発刊にあたり一言
ごあいさつをさせていただきます。
　津市自主防災協議会は、「自分たちのまちは
自分たちで守る」の理念のもと、市町村合併前
の旧市町村を単位とする津、久居、河芸、芸
濃、美里、安濃、香良洲、一志、白山、美杉の
10地域で、それぞれの特性に応じた活動を展
開しております。
 津市では平成18年１月１日の市町村合併後か
ら自主防災組織の結成促進や育成活動に取り組
み、現在自主防災組織数は、津市全体で685組
織、組織率は98.4％になっております。今後
は、組織率100％を目指し、未結成の自治会や

新興団地、マンション等の自
治会の結成に合わせた自主防
災組織の新規結成を引き続き
促進していく必要があります。
　また、組織は結成している
ものの活動が停滞している自主防災組織も見受
けられます。南海トラフを震源とする地震等の
大規模災害においては、「公助」による取り組
みにも限界があるため、我々自主防災協議会が
主体となって避難行動要支援者の支援活動や避
難所の運営に取り組んでいく必要があります。
　「災害に強いまちづくり」は「共助」の取り
組みなしには成り立ちません。自主防災協議会
の活動が本市の防災力の向上に資するようこれ
からも邁進して参ります。

対　象　自主防災会を構成する自治会
　　　　自主防災会および地区自主防災協議会
内　容　防災資機材等の購入・修繕や防災活動に
　　　　要する費用　※申請は年１回
金　額　補助対象経費の２分の１の額(10万円限度)
申請期限　６月30日(木)
※詳しくは防災室または各総合支所地域振興課に
　ご相談ください。

津市自主防災協議会 会長 中川幹夫

津市

避
難
勧
告

避
難
指
示

市内
486箇所

暴風・大雨で
聞こえない

ことも

防災行政無線

●防災行政無線放送と同じ内容
登録はＱＲコードから！

●迅速に情報をお届け

防災情報メール

公助

自助

市が行う防災対策

家庭でできる防災対策

まい　しん

携帯電話や
パソコンで

情報を確実に入手



折り込み紙

津市防災だより

活動紹介コーナー

津市民防災ネットワーク 代表 朝倉玲子
　津市民防災ネットワークは、津市民防災大学の
卒業生が、地域や家庭の防災対策について語り合
い、津市民の防災力向上のために連携して取り組
むことを目的として、平成27年４月に結成した
組織です。
　参加メンバーは、一市民として「防災について
もっと勉強したい」、自主防災会のメンバーとし
て「どのように進めたら良いかのヒントを
得たい」、支援者として「地域の防災活動
に協力したい」などさまざまな思いを持っ
て活動しています。
　活動は、毎月１回、津市市民活動セン
ターで定例会議を開催し、メンバーの活動
紹介や、メンバーが講師となっての勉強
会、市民の防災活動について考えるなどの
取り組みを行っています。
　また、将来は、防災意識の普及啓発活動

や防災活動に取り組む団体・個人との連携をして
いきたいと考えています。津市民防災大学の卒業
生の新たな参加を、随時受け付けていますので、
参加を希望する人は定例会議にお越しください。
お待ちしています。(開催日は、津市市民活動セ
ンターのホームページの団体検索「ミツカル！」
の「さんか」から「地域防災」を選び、イベント
情報をご確認ください)

南が丘地区自主防災協議会 会長 中村保親
　私たちの自主防災協議会は津市の高台地区にあ
る18の自主防災会(約4,300世帯、人口約1万
1,000人)で構成されています。
　将来、起こると想定されている南海トラフ地震
では、津波被害こそ無いと想定されるものの、液
状化やライフライン停止による避難所生活が予想
されるため、平成18年より避難所運営について
さまざまな啓発や訓練を重ねてきました。
　その中心となるのは避難所である南が丘小学校
と南が丘中学校です。これらの学校はコミュニ

ティースクー
ル推進校であ
ることから、
日頃より地元
住民や自治
会、各種団体
が学校運営や
授業に積極的

に参加し、
地域と学校
が深く関わ
りを持って
います。
　 こ の た
め、避難所
運営訓練などでも、地域住民、先生、子どもたち
が密に連携して実施することができました。
　また、東日本大震災後は、津波により大きな被
害を受けるとされている海岸地区(修成地区、育
生地区、藤水地区)との連携強化を図るため、４
地区合同懇談会を立ち上げ、４地区、小・中学
校、行政協働による避難所運営訓練を平成25年
から３回実施してきました。
　非常災害時に本当に大切なことは、日頃からの
備えと地域住民の顔の見えるつながりです。これ
からも、夏祭りや各種行事、学校支援などを通し
て地域の絆づくりを進めていきます。

津市民防災大学の卒業生が地域の連携を考える

津市民防災ネットワーク

地域住民の顔の見えるつながりを大切に

南が丘地区自主防災協議会



折り込み紙

国保だより

平成28年４月16日発行
平成28年　第２号
保険医療助成課

　229-3160　　229-5001
国保だより

　先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要
とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因
するＨＩＶ感染症など、厚生労働大臣が指定する特定
疾病の人は､｢特定疾病療養受療証」を提示すれば、
自己負担額が１カ月１万円(人工透析を要する69歳ま
での上位所得者は２万円)までになります。特定疾病
療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

特定疾病療養受療証の交付

　次のような場合は、費用の全額を自己負担した
後に申請すれば、審査決定された金額から一部負
担金を除いた額を支給します。
●旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保
　険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外で
　の診療の場合は海外療養費として申請)
●医師が治療上必要と認めたときの、コルセット
　などの補装具代
●医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅ
　う・あんま・マッサージの施術代
●柔道整復師の施術代

療養費

　国民健康保険(以下「国保」という)は、病気や
けがに備えて被保険者(加入している人)の皆さん
が保険料を出し合い、医療にかかる費用に充てる
助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合な
どの職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入
している人、生活保護を受けている人を除いた全
ての人が加入します。

●店舗経営など自営業の人
●農業や漁業などを営んでいる人
●退職して職場の健康保険をやめた人とその家族
　(任意継続保険に加入している場合を除く)
●パートやアルバイトで、職場の健康保険に加入
　していない人
●３カ月を超えて日本に在留する資格がある外国
　籍の人で、住民登録があり、上記のいずれかに
　該当する人

自己負担割合

出産育児一時金国保に加入する人国保に加入する人

医療機関にかかるとき医療機関にかかるとき

国保で受けられる給付国保で受けられる給付
　保険適用される診察・治療などの療養の給付、
入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、
次のような給付が受けられます。いずれも申請が
必要で、国民健康保険料を滞納している場合は、
給付を制限されることがあります。詳しくは保険
医療助成課までお問い合わせください。

　被保険者が出産したときに42万円(産科医療補
償制度に加入していない医療機関などで分娩した
場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円)
を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死
産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原
則として国保から医療機関に直接支払うため、個
人負担は不足差額分となります。個人負担額が42
万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保か
ら被保険者に差額分を支給します。

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に
５万円を支給します。　医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下

「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じ
た負担割合を支払うだけで、次のような医療を受
けることができます。　
●診察、治療、薬や注射などの処置
●入院、看護(入院時の食事代は別途)
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)

※１ 誕生日が昭和19年４月１日以前の人で、現役並み所得者
　　 に含まれない人は、特例措置により１割
※２ 毎年８月１日に更新となる高齢受給者証に自己負担
       割合が記載されます　
※３ ４月１日が誕生日の場合は、その前日の３月31日

２割

２割

３割３割

70歳～74歳 就学時～69歳 就学前まで
(就学前とは、６歳に達する日
　以後最初の３月31日　※3)

※1

※２

(一般)

またはまたはまたはまたは

(現役並み所得者)
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※基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

　医療費が高額になったときは、自己負担限度額
(毎年８月1日診療分から切り替え)を超えた分を支
給します。該当する世帯には、診療月の２カ月後
以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を
送付します。
自己負担額の計算方法
●月ごと(１日から末日まで)に計算します。
●２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に
　計算し、2万1,000円以上になった医療機関分の
　みを合算します。
●同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来
　と入院も別計算です。
●入院時の食事代や保険がきかない医療行為にか
　かる費用、差額ベッド料などは除きます。
※70歳から74歳までの人は、２つ以上の医療機関に
　かかった場合や歯科の区別なく、全て合算します。
※下表の４回目以降とは、過去12カ月間に高額療
　養費の該当が４回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(国保＋介護保険)(年額)

70～74歳の人の自己負担限度額(月額) 

平成28年度の国民健康保険料

高額療養費

　世帯の1年間(８月１日から翌年７月31日)の医
療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、
介護保険の利用者負担額(高額介護<予防>サービ
ス費の支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担
額を超える分を支給します。
　平成26年８月～平成27年７月に該当する世帯
には、申請の案内を送付します。

高額介護合算療養費

医療費が高額になるとき
　入院などは医療費が高額になりますが、医療機
関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・
標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担
限度額までの支払いになります。事前に保険証と
印鑑(朱肉を使うもの)を持参して、限度額適用認
定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の
手続きをしてください。ただし、保険料を滞納し
ていると交付できない場合があります。なお、70
歳から74歳までの住民税課税世帯の人は手続きを

しなくても、医療機関で「高齢受給者証」を提示
すれば自己負担限度額までの支払いになります。

　平成28年度国民健康保険料の納入通知書は７
月に発送します。詳しくは、広報津６月16日号
折り込み「国保だより」と津市ホームページで
お知らせします。

所得区分 所得要件適用
区分

所得区分 外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

自己負担限度額

自己負担限度額

３回目まで　       ４回目以降 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得者

一　般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

14万100円

９万3,000円

４万4,400円

４万4,400円

２万4,600円

4万4,400円

1万2,000円

8,000円

　　　　　　

３回目まで

４回目以降
4万4,400円
2万4,600円
1万5,000円

基準総所得金額
901万円超

25万2,600円+(総医
療費-84万2,000円)
×１％
16万7,400円+(総医
療費-55万8,000円)
×１％
８万100円+(総医療
費-26万7,000円)×
１％

基準総所得金額
210万円以下 ５万7,600円

３万5,400円住民税非課税

基準総所得金額
600万円超901
万円以下
基準総所得金額
210万円超600
万円以下

所得区分 所得要件 70～74歳適用
区分

69歳まで
平成26年8月～
平成27年7月

平成27年
８月～

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得者

現役並み
所得者

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

67万円

56万円

31万円
19万円

基準総所得金額
901万円超

基準総所得金額
210万円以下

176万円

135万円

67万円

63万円

34万円

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円住民税非課税

基準総所得金額
600万円超901
万円以下
基準総所得金額
210万円超600
万円以下

現役並み所得者
(自己負担割合が
３割の人)

8万100円＋(総医療費－
26万7,000円)×１％
　　　　 4万4,400円

津市国民健康保険保健事業実施計画を策定
　被保険者の皆さんの健康寿命の延伸や医療費
適正化を図るため、津市国民健康保険保健事業
計画を平成27年12月に策定しました。これま
でも特定健康診査等実施計画に基づき保健事業
を実施していましたが、今後は更なる皆さんの
健康保持・増進のため、特定健診結果や医療費
などのデータを分析し、ＰＤＣＡ(計画－実施
－評価－改善)サイクルに沿った効果的な保健
事業の実施・評価を行います。
　計画の期間は平成29年度までとし、生活習慣
病の予防や重症化を防ぐために行動をする人の
増加を目指しています。主な重点課題として、
人工透析患者の増加に着目し、糖尿病性腎症重
症化予防事業を新規に行います。その他、高血
圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病対
策としての保健事業を実施します。計画につい
て詳しくは、津市ホームページをご覧ください。



折り込み紙

健康づくりだより

健康づくりだより
平成28年４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

※の保健センターは、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

ところ
（保健センター名） とき（５月） 内容など

25日㈬
10：00～12：00

赤ちゃんと楽しむ絵本（図書
館職員）、赤ちゃんとの生活
（保健師）

久　居

18日㈬
13：30～15：30

妊娠中の食事について
（栄養士）

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　４月25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》 河　芸

久　居
幼児食へつなごう！
離乳食教室

《ステップアップ編》

ところ
（保健センター名）

とき
（５月） 対　象

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
月頃からの乳幼
児を持つ保護者

18日㈬
13 ： 30～
15 ： 00

27日㈮
10 ： 00～
11 ： 30

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　５月19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　４月25日(月)から同保健センターへ

出前健康教室・健康相談
元気づくり教室の活用を

幼児健康診査のご案内

　地域の団体やＰＴＡ活動などに保健師・栄養
士・歯科衛生士などが出向き、健康講話や体
操、健康相談を行う「元気づくり教室」を開催
しています。
回　数　年に２回程度(原則として木曜日を除
　く月～金曜日の９時～17時)
内　容　健康に関するこ
　と(例：骨の健康、生活
　習慣病予防など）
申し込み　開催予定日の
　１カ月前までに各保健
　センターへ

　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、保健センターで健康
診査(集団健診)を行っています。
　この健康診査は母子保健法で定められた健診
で、発育・発達を確
認する機会になるた
め、全ての子どもの
受診を推奨していま
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　き ところ
いずれも
木曜日
13：00～14：30
受け付け

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。

保健師は、
あなたの身近な
パートナーです。
一緒にお子さんの
成長を見守って
いきます！

無料

無料
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予防接種を計画的に受けましょう 平成28年度定期予防接種対象年齢

ジフテリア（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・
破傷風（Ｔ）・ポリオ（IPV）
【DPT－IPV、DPT、IPV】

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

小児肺炎球菌

結核（ＢＣＧ）

ジフテリア・破傷風
【ＤＴ】第２期

麻しん・風しん混合【ＭＲ】

水痘

平成19年４月２日生～

平成19年４月２日～
平成21年10月１日生

20　

歳

19　

歳

18　

歳

17　

歳

16　

歳

15　

歳

14　

歳

13　

歳

12　

歳

11　

歳

10　

歳

９　

歳

８　

歳

７　

歳

６　

歳

５　

歳

４　

歳

３　

歳

２　

歳

１　

歳

９
カ
月

７
カ
月

６
カ
月

３
カ
月

２
カ
月

１期

１期

２期

日本脳炎

２～60カ月未満２～60カ月未満

２～60カ月未満２～60カ月未満

１歳未満１歳未満

生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。
27～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

27日以上の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種（１回）を受けます。
27日以上の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種（１回）を受けます。

３～90カ月未満３～90カ月未満 20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

予防接種の種類

定期予防接種対象年齢

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種
１～２歳未満１～２歳未満

６～90カ月未満６～90カ月未満

〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。

平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人については、生後６～90月に至るまでの間
または９歳以上13才未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人については、生後６～90月に至るまでの間
または９歳以上13才未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成22年４月２日～平成23年４月１日生平成22年４月２日～平成23年４月１日生

１回接種１回接種
１～３歳未満１～３歳未満

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。
生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。

１回接種（幼稚園などの年長児）１回接種（幼稚園などの年長児）

６～28日の間隔をあけて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。
６～28日の間隔をあけて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

●ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）予防ワクチンは、平成25年に厚生労働省から通知があり、現在接種を積極的にはお勧めしていません。ワク
　チンの副反応については調査中です。ただし、希望者は引き続き接種することができますので、医師にご相談ください。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令が定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けることができなかったと認められる
　人は、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象になりました。ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌は６歳に
　達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は15歳に達するまでを年齢上限とします。
●Ｂ型肝炎予防接種は平成28年10月以降の予定です。
●スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

ヒトパピローマウイルス
（子宮頸がん）

けい

２期
９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

平成12年４月２日～平成17年４月１日生まれの
女子（小学６年生～高校１年生相当）

　下表の■および■は、予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考
慮して定められた期間(標準的な接種期間)である■の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

　保健センターでは、地域で健康づくりの推進役とな
る「ヘルスボランティア(健康づくり推進員・食生活改
善推進員・母子保健推進員)」を養成しています。
　今回募集する母子保健推進員は、子育て中の人の
身近な相談役として、安心して子育てができるよう
に見守るヘルスボランティアです。母子保健推進員
として活動してみませんか。
対象(下記の全てを満たす人)
●おおむね65歳までの女性
●母子保健に対して熱意があり、個人情報に配慮の
　上、責任を持ってボランティア活動できる人 
●養成研修会(教室などの見学を含め５回程度)に出
　席できる人
活動内容
●訪問を希望する妊婦への家庭訪問

●乳幼児のいる家庭への訪問
●マタニティー倶楽部、のびのび身体計測、赤ちゃ
　んの離乳食教室などへの協力
●子育てひろばの開催
●研修会(年３回程度)への参加　など
養成研修会
と　き　５月20日(金)、６月３日(金)・15日(水)、７
　月27日(水)いずれも10時～12時
※上記日程のほか、６月～７月中に子育てひろば、
　赤ちゃんの離乳食教室などの見学があります。
ところ　一志保健センター
申し込み　５月13日（金）までに直接窓口または電
　話で一志保健センター（　295-0112）へ

～津市第2次健康づくり計画分野別の取り組み
　　　　　　　　　　「人とのつながりをつくろう」～

津市母子保健推進員（愛称：つぼみん）を募集

母子保健推進員は、「津市の母子
をみんなで支えよう」という願い
をこめて、愛称“つぼみん”として
活動しています。

つぼみん
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と　き　５月28日(土)10時30分～
ところ　安濃図書館２階学習室
内　容　おはなし会と楽しい工作
対　象　３歳児以上(未就学児は保護者同伴）
定　員　先着20人
申し込み　４月23日(土)か
　ら直接窓口または電話で
　同図書館へ
問い合わせ　同図書館(　
　268-5822)

平成28年４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 ５月
May

2016月刊

●５月８日(日)…映画「天使の詩」(104分)
●５月22日(日)…アニメ「白雪姫・トムソーヤのぼう
　けん・キュリー夫人物語」(計43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)

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

●やまびこ会おはなし会スペシャル
　(無料)　　　
●やまびこ会おはなし会スペシャル
　(無料)　　　

●ストーリーテリング講習会(無料)●ストーリーテリング講習会(無料)

　絵本も紙芝居も使わずに、昔話などのお話を素
語りするストーリーテリング。お話を語る楽しさ
を知り、地域の子どもたちにお話を語ってみませ
んか。初めての人も大歓迎です。
と　き　６月２日・９日・16日・23日いずれも
　木曜日、10時～12時(全４回)
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　津おはなしグループ　マザーグース会員
定　員　先着20人
申し込み　４月25日(月)９時から直接窓口または
　電話で津図書館へ
託　児　１歳から就学前までの子どもの託児を行
　います。(子ども１人につき１回300円)
　　希望する人は5月29日(日)までに申し込んで
　ください。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！
●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！

　文化活動の発表の場として、個人またはサーク
ルなどで、ぜひご利用ください。
利用期間　７月13日(水)～12月19日(月)(休館日
　を除く)
※原則として、水曜日から翌週の月曜日(６日間)
　までを１回とし、最長2回まで利用できます。
※営業目的や入場料などを徴収する催しには使用
　できません。
申し込み　同文学館で随時受け付け
問い合わせ　同文学館(　254-0011）

　津図書館とうぐいす図書館では、蔵書点検などの
ため下記の期間休館します。休館中の本の返却は、
図書館の返却ポストへ、ＣＤなどの視聴覚資料は、
開館後、直接カウンターへ返却してください。
津図書館
と　き　５月９日(月)～19日(木)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)
うぐいす図書館
と　き　５月24日(火)～６月3日(金)
問い合わせ　同図書館(　262-5000)

●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

　市内の各図書館では、それぞれ「おはなし会」
を開催しています。赤ちゃんをはじめ、さまざま
な年齢の子どもたちはもちろん、大人の皆さんも
楽しめますので、ぜひご利用ください。

●おはなし会のご利用を●おはなし会のご利用を

　図書館で貸し出しをしている視聴覚資料は、著
作権者から貸出用として特別に許諾されたものが
多数あります。市販の製品より高価なものとなっ
ているのでＤＶＤやＣＤの盤面を汚したり傷つけ
たりしないよう、丁寧に取り扱ってください。
　また、壊れやすいため返却ポストへは絶対に入
れず、開館中に視聴覚カウンターへ返却してくだ
さい。

●視聴覚資料は丁寧な取り扱いを●視聴覚資料は丁寧な取り扱いを
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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)

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

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

図書館職員とボランティア

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

5日(木・祝)14時15分～

5日（木・祝）・26日(木)15時～

①7日②21日③28日いずれも(土)15時～

4日(水・祝）・18日(水)いずれも15時～

7日・21日いずれも(土)15時～

9日(月)10時30分～

14日(土)15時～

25日(水)11時～

28日(土)15時～

15日(日)11時～

14日・28日いずれも(土)11時～

28日(土)14時～

5日(木・祝)・19日(木)11時～

14日(土)11時～

28日(土)15時～

4日(水・祝)・11日(水)・18日(水)15時～

6日(金)11時～

7日(土)14時30分～　

22日(日)11時30分～

５月のおはなし会など５月のおはなし会など

津図書館

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

久居ふるさと
文学館

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

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)

おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど)

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

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）

えいごであそぼ！
（洋書絵本のおはなし会)

おはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

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)

ひなたぼっこのおはなし会
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居など）

小さい子向きおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべうた、手遊び）

①マザーグース②おはなしの
たね③ききゅう船

12日(木)15時～
※美里文化センター２階学習室で開催

18日(水)10時30分～
※美里文化センター２階学習室で開催

12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

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）

津図書館

(　229-3321)９時～19時

(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

※5月26日（木）は臨時開館します。

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

美杉図書室

(　272-8092)９時～17時

日

1
8
15
22
29

水

4
11
18
25

木

5
12
19
26

金

6
13
20
27

土

7
14
21
28

月

2
9
16
23
30

火

3
10
17
24
31

日

1
8
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29

水

4
11
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25

木

5
12
19
26

金

6
13
20
27

土

7
14
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28

月

2
9
16
23
30

火

3
10
17
24
31

日

1
8
15
22
29

水

4
11
18
25

木

5
12
19
26

金

6
13
20
27

土

7
14
21
28

月

2
9
16
23
30

火

3
10
17
24
31

５月 図書館カレンダー５月 図書館カレンダー は、休館日
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