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問い合わせ　財政課　　229－3124　　229－3388

一般会計

平成27年度 決算

歳　入

平成27年度歳入決算財源構成状況

市税
　　個人市民税
　　法人市民税
　　固定資産税
　　市たばこ税
　　その他
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町
村助成交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
国庫支出金
県支出金
市債

科　目

自主財源計

自
主
財
源

依
存
財
源

依存財源計
合　計

決算額 構成比（％）
411億1,296万円
165億4,584万円
35億9,806万円
162億8,814万円
18億3,369万円
28億4,723万円
16億5,521万円
20億3,950万円
２億3,133万円

2,916万円
16億4,813万円
16億2,251万円
11億9,456万円
495億3,336万円
11億6,103万円

8,633万円
２億9,321万円
２億6,605万円
53億1,028万円
３億2,308万円
２億8,417万円

4,723万円

１億6,861万円
195億 816万円

4,592万円
152億4,180万円
65億6,142万円
166億6,440万円
659億6,169万円

1,154億9,505万円

35.6
14.3
3.1
14.1
1.6
2.5
1.4
1.8
0.2
0.0
1.4
1.4
1.1
42.9
1.0
0.1
0.3
0.2
4.6
0.3
0.2

0.0

0.2
16.9
0.0
13.2
5.7
14.4
57.1
100.0

　平成28年第３回市議会定例会で、平成27年度一般会計と特別会計、企業会計の決算が認定
されました。一般会計を中心に、その概要をお知らせします。なお、文章や図表中の数字
は、金額を１万円未満で、比率を小数点第２位で四捨五入などしてあります。

　一般会計の予算額1,185億2,336万円に対して、
歳入決算額（実際に市に入ってきたお金）は、1,154
億9,505万円、また、歳出決算額（使ったお金）は、
1,144億7,529万円となりました。

　歳入決算額から歳出決算額を差し引くと、10億
1,976万円となり、このうち平成28年度へ繰り越し
た事業の財源となる４億5,954万円を除いた実質的
な収支差引は、５億6,022万円となりました。

　歳入の主な状況を見てみると、市民税や固定資
産税などの市税収入が、411億1,296万円(全体の
35.6％)、また、国・県から補助金などとして交
付される国庫支出金・県支出金が、218億322万
円(18.9％)、市町村の財政力に応じて交付される
地方交付税が、195億816万円(16.9％)となって
います。
　また、自主財源は、495億3,336万円(42.9％)
で、市税収入や使用料・手数料、分担金・負担金
が主なものです。一方、依存財源は、659億
6,169万円(57.1％)で、地方交付税や国・県から
の支出金、市債などが主なものです。

歳入決算額
1,154億9,505万円

自主財源
42.9％

使用料及び
手数料 1.8％

繰越金
1.4％

分担金及び
負担金 1.4％

その他 1.3％

繰入金
1.4％

市税
35.6％

依存財源
57.1％

地方交付税
16.9％

国庫支出金
13.2％

市債
14.4％

県支出金
5.7％各種

交付金
5.9％

地方譲与税1.0％
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平成27年度歳出性質別決算状況　歳出決算額について、性質別と目的別に主な状
況をお知らせします。
　歳出のうち、支出が義務付けられ、任意に削減
できない義務的経費は、515億936万円(全体の
45.0％)となっています。義務的経費には職員の給
与などの人件費、社会保障関係経費などの扶助
費、地方債の元利償還などの公債費が含まれます。
　道路、公園、学校施設の整備など、支出の効果
が長期にわたる投資的経費は、208億8,634万円
(18.2％)となっています。
　義務的経費と投資的経費を除いたその他の経費
は、420億7,959万円(36.8％)で、消費的性質を持
つ物件費や特別会計への繰出金が主なものです。

義
務
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

投
資
的
経
費

義務的経費計

投資的経費計

合　計

その他の経費計

科　目 決算額 構成比（％）

人件費

扶助費

公債費

物件費

維持補修費

補助費等

積立金

投資及び出資金・貸付金

繰出金

普通建設事業費

　うち補助事業費

　うち単独事業費等

災害復旧事業費

198億2,870万円

223億 969万円

93億7,097万円

515億 936万円

181億4,751万円

９億4,389万円

113億4,183万円

６億3,457万円

１億1,210万円

108億9,969万円

420億7,959万円

194億3,513万円

84億5,378万円

109億8,135万円

14億5,121万円

208億8,634万円

1,144億7,529万円

17.3

19.5

8.2

45.0

15.9

0.8

9.9

0.6

0.1

9.5

36.8

17.0

7.4

9.6

1.2

18.2

100.0

　都市計画税は、公園・下水道整備などの都市計画
事業や土地区画整理事業、それらの事業を行うた
め過去に発行した地方債の償還に使う目的税で、
平成27年度の決算額は21億6,223万円でした。

　使途の内訳は、公債費として20億2,417万円(全
体の93.6％)、土地区画整理事業として7,565万円
(3.5％)、都市計画事業として6,241万円(2.9％)を
充当しました。

都市計画税はこのように使われました

公園事業
下水道事業
津駅前北部土地
区画整理事業
一般会計
下水道事業会計
土地区画整理事業
特別会計

都市計画
事業

事業等名称

合　計

決算額 一般財源 都市計画税充当額
その他財源

土地区画
整理事業

公債費

3,954万円
１億3,210万円

２億3,215万円

３億9,447万円
44億 728万円

１億8,730万円

53億9,284万円

2,174万円
１億3,210万円

１億8,645万円

３億9,447万円
44億 728万円

１億8,730万円

53億2,934万円

882万円
5,359万円

7,565万円

１億6,005万円
17億8,813万円

7,599万円

21億6,223万円

1,780万円

4,570万円

6,350万円

歳　出

歳出決算額
1,144億7,529万円

扶助費
19.5％

人件費
17.3％

公債費
8.2％物件費

15.9％

補助費等
9.9％

繰出金
9.5％

義務的経費
45.0％

その他の経費
36.8％

投資的経費
18.2％維持

補修費
0.8％

積立金
0.6％

投資及び
出資金
貸付金
0.1％ 普通建設事業費

17.0％

災害復旧事業費 1.2％
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科　目

合　計

決算額 構成比（％）
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金

主な事業の決算額

６億5,132万円
158億  835万円
378億9,005万円
161億4,730万円

5,754万円
31億4,689万円
16億7,198万円
138億2,305万円
39億9,314万円
104億3,163万円
14億2,757万円
93億7,097万円

5,550万円
1,144億7,529万円

0.6
13.8
33.1
14.1
0.1
2.7
1.5
12.1
3.5
9.1
1.2
8.2
0.0

100.0

▲

議会費(全体の0.6%)
　市議会の運営などに使う経費
●議会運営事業▲

総務費(13.8%)
　庁舎などの施設維持管理、市民活動、スポーツ・
文化の振興、防災対策などに使う経費
●庁舎等維持管理事業
●情報関連整備運用事業
●コミュニティ施設管理運営事業
●産業・スポーツセンター整備事業
●防災対策事業▲

民生費(33.1%)
　児童手当や生活保護費の支給、各種福祉事業など
に使う経費
●児童手当等給付事業
●生活保護費支給事業
●障害者総合支援法関係事業
●民間保育所運営事業▲

衛生費(14.1%)
　ごみ対策、環境対策、保健衛生などに使う経費
●ごみ処理施設管理運営事業
●ごみ収集事業
●新最終処分場等建設事業
●健康診査事業
●予防衛生事業▲

労働費(0.1%)
　勤労者の支援などに使う経費
●労働者対策事業▲

農林水産業費(2.7%)
　農林水産業の振興、整備などに使う経費
●農業振興支援事業
●漁港等整備事業
●市単土地改良事業
●森づくり整備事業

▲

商工費(1.5％)
　商工業の振興、観光事業などに使う経費
●商工業振興事業
●観光施設維持管理事業
●企業誘致活動事業
●道の駅津かわげ整備事業▲

土木費(12.1%)
　道路や公園、河川の維持や整備、コミュニティバ
ス運行などに使う経費
●道路新設改良事業
●道路維持事業
●公園維持事業
●河川維持事業
●交通政策関係事業▲

消防費(3.5%)
　消防・救急業務、消防団運営などに使う経費
●消防施設維持管理事業
●消防団運営事業(非常備消防)
●消防水利整備事業
●消防車両購入事業▲

教育費(9.1%)
　小・中学校、幼稚園、社会教育、短期大学などに使う経費
●小・中学校、幼稚園施設維持補修事業
●小・中学校、幼稚園管理運営事業
●公民館管理運営事業▲

災害復旧費(1.2%)
　道路や河川、農林業施設などの災害復旧に使う経費
●河川災害復旧事業
●道路橋りょう災害復旧事業
●農業用施設災害復旧事業▲

公債費(8.2%)
　長期借入金の返済などに充てる経費▲

諸支出金(0.05%)
　共済組合への貸し付けに使う経費

2,566万円

4億4,152万円
15億9,221万円
５億3,375万円
19億 582万円
６億1,133万円

51億2,891万円
50億3,897万円
50億   780万円
38億6,073万円

19億2,435万円
16億  827万円
68億6,878万円
７億7,525万円
６億9,027万円

4,914万円

６億9,804万円
１億7,772万円
１億8,063万円

6,983万円

４億7,568万円
１億8,724万円
１億5,922万円
２億7,882万円

24億7,330万円
13億5,065万円
２億  762万円

9,530万円
２億1,162万円

３億  217万円
２億9,422万円

5,790万円
5,230万円

22億2,651万円
９億6,235万円
２億6,028万円

４億4,140万円
３億8,632万円
４億7,604万円

平成27年度歳出目的別決算状況 災害復旧費1.2％

歳出決算額
1,144億7,529万円

民生費
33.1％

総務費
13.8％

土木費
12.1％

公債費
8.2％

教育費
9.1％

衛生費
14.1％

農林水産業費
2.7％

商工費1.5％
議会費0.6％ 労働費0.1％

諸支出金0.05％

消防費
3.5％
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総務債

民生債

衛生債

農林水産業債

商工債

土木債

消防債

教育債

災害復旧債

臨時財政対策債

その他

土　地

建　物

車　両

2,251万5,630㎡

120万4,433㎡

745台

12億9,557万円

10億8,832万円

271億3,020万円

有価証券

出資による権利

積立金の現在高

モーターボート競走事業特別会計

市営浄化槽事業特別会計

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

土地区画整理事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

水道事業会計

駐車場事業会計

下水道事業会計

一
般
会
計

区　分

一般会計合計

特
別
会
計

企
業
会
計

企業会計合計

合　計

特別会計合計

平成27年度末現在高 区　分 平成27年度末現在高

84億9,001万円

18億8,576万円

111億6,999万円

７億5,846万円

２億6,136万円

121億8,993万円

25億1,381万円

104億4,339万円

６億8,623万円

505億1,757万円

24億5,061万円

1,013億6,712万円

16億  808万円

5,820万円

37億2,537万円

33億9,598万円

12億2,496万円

7,223万円

100億8,482万円

129億7,612万円

１億8,191万円

723億5,444万円

855億1,247万円

1,969億6,441万円

水道事業会計

工業用水道事業会計

下水道事業会計

駐車場事業会計

農業共済事業会計

74億7,337万円

９億3,727万円

2,339万円

109億9,103万円

37億5,375万円

２億4,628万円

0円

１億6,961万円

67億4,219万円

28億6,575万円

1,923万円

97億8,559万円

77億8,585万円

１億8,541万円

7,352万円

１億6,737万円

７億3,118万円

△19億2,848万円

416万円

12億  544万円

△40億3,210万円

6,087万円

△　   7,352万円

224万円

会計名 収入決算額
（Ａ）

支出決算額
（Ｂ）

収入支出差引額
（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ）

収益的収支

資本的収支

収益的収支

収益的収支

資本的収支

収益的収支

資本的収支

収益的収支

市債(借入金)の状況

市有財産の状況（平成28年３月31日現在）

一般会計

モーターボート競走事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

市営浄化槽事業特別会計

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

土地区画整理事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

椋本財産区特別会計

1,154億9,505万円

445億1,852万円

330億7,034万円

266億4,801万円

57億9,050万円

１億8,470万円

７億5,518万円

５億5,220万円

４億1,945万円

１億1,720万円

43万円

2,275億5,158万円

1,144億7,529万円

444億9,556万円

330億6,694万円

264億1,571万円

57億4,950万円

１億8,470万円

７億5,518万円

５億5,219万円

４億1,945万円

１億   507万円

42万円

2,262億2,001万円

10億1,976万円

2,296万円

340万円

２億3,230万円

4,100万円

０万円

０万円

１万円

０万円

1,213万円

１万円

13億3,157万円

４億5,954万円

4億5,954万円

５億6,022万円

2,296万円

340万円

２億3,230万円

4,100万円

０万円

０万円

１万円

０万円

1,213万円

１万円

８億7,203万円合　計

会計名 歳入決算額
（Ａ）

歳出決算額
（Ｂ）

歳入歳出差引額
（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ）

28年度への
繰越財源（Ｄ）

実質収支額
（Ｃ）－（Ｄ）＝（Ｅ）

各会計別決算の状況

企業会計 △はマイナスを表す
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健全化判断比率および資金不足比率～津市の台所事情～

13

12

11

10

9

8

H22 H23 H24 H25 H26

単位：％

実質公債費比率の推移 将来負担比率の推移
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80

60

40

0
H22 H23 H24 H25 H26

単位：％

12.2

10.9

9.8

8.9 9.2

88.3

51.1
45.0

51.9

津市　財政状況│

1,100

900

700

500

300

100
0

■臨時財政
　対策債
■合併
　特例債

■その他

単位：億円

H22 H23 H24 H25 H26 H27

547
40６

42１

921

94

352

455

946

139

298

485

971

188

966

68

351

47３

38７

938

78

市債残高の推移(普通会計ベース)

245

277

505

1,027

200

150

100

50

0

単位：億円

（平成27年度末現在）
H22 H23 H24 H25 H26 H27

財政調整基金残高の推移

　自治体の財政状況を判断する「健全化判断比
率」には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率の５
つの指標があります。津市の財政状況は実質黒字
であるため、実質赤字比率と連結実質赤字比率に
は該当せず、また、８つの公営企業で資金不足が
発生していないため資金不足比率も該当しませ
ん。津市の財政状況は、実質公債費比率と将来負
担比率の２つの指標で判断しています。
実質公債費比率
　普通会計が負担する地方債の元利償還金等(借
入金の返済)が、その自治体の標準的な収入に対
してどの程度の割合かを示す指標です。
将来負担比率
　地方債の残高や、数年間にわたる契約で約束さ
れた支払いなど、将来支払わなければならない負
債が、その自治体の標準的な収入に対してどの程
度の割合かを示す指標です。

　実質公債費比率と将来負担比率は改善傾向にあ
ります。平成27年度は実質公債費比率、将来負
担比率とも低下しました。この傾向は全国的なも
のであり、法施行から８年が経過する中で財政健
全化の取り組みが定着してきたこと、地方債新規
発行の抑制や職員数削減を中心とした行財政改革
の取り組みの効果が表れてきていることが要因と
考えられます。

　財政状況が健全かどうかを判断する「健全化判
断比率」には、市の財政状況が悪化して危なく
なったときに警告する早期健全化基準(イエロー
カード)と、さらに悪化して自分では財政状況の
立て直しができなくなったときに、国や県の管理
の下で財政再建に取り組むことになる財政再生基
準(レッドカード)があります。
　また「資金不足比率」には、経営状況が健全か
どうかを判断する経営健全化基準があります。

健全かどうかの判断基準

詳しくは津市ホームページをご覧ください。

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

11.25％
16.25％
25％
350％

20％

20％
30％
35％ 8.3％

41.7％

健
全
化
判
断
比
率

資金不足比率

指　標

各公営企業とも
資金不足なし

実質黒字の
ため該当なし

早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード） 津市の比率

津市の比率経営健全化基準

　平成27年度の津市の財政状況は、全ての指標で
基準値を下回っており、健全な状態といえます。

平成27年度の津市の財政状況

　地方公共団体の財政状況や経営状況が健全な状態であるかをチェックするため、「地方公共
団体の財政の健全化に関する法律」に基づく指標を算定・公表しています。

財政状況を判断する５つの指標 健全化判断比率の推移

8.3
41.7

H27H27

51.5

183.3 191.2 200.6

149.1
167.3

189.7
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公共施設の多い津市で、最も多いのが集会施設です

教育施設 福祉施設 保健医療施設コミュニティセンターコミュニティセンター 公民館公民館 教育施設 福祉施設 保健医療施設

前回の特集では、公共施設の老朽化などに伴う将来的な課題について紹介しました。
今回は皆さんにとって身近な地域づくり活動の舞台である、集会施設について考えていきます。

コミュニティセンター 公民館 老人福祉センター 保健センター 庁舎・出張所
集会場 農民研修センター 勤労・労働会館 福祉会館 幼稚園・保育園

市営住宅集会所 隣保館
など など

温浴・宿泊施設 図書館 小学校・中学校

公共施設の老朽化が一斉に到来する Vol.3は 

▲ ▲ ▲

「文化・スポーツ・観光施設の現状」について

集会施設 支障のない範囲で集会・会議もできる施設

縦割りをなくして
再編さまざまな条件を解決し、

施設を増やさずに…
整備・維持管理費用を節約

稼働率を向上
地域の交流や連携を促進
整備・維持管理費用を節約

稼働率を向上
地域の交流や連携を促進

使用目的は
どちらも
地域づくり

使用目的は
どちらも
地域づくり

自治会、子ども会、
老人会、サロン

などの開催に利用

社会教育、生涯学習、
生きがい活動
などに利用

子どもや保護者、
教師などが

主に日中に利用

高齢者や障がい者、
福祉関係者
などが利用

医療関係者や
受診者などが

診療・健診日に利用

問い合わせ　財産管理課　　229-3126　　229-3444

こんなにもあるんだね！

ムリなくムダなく
建物も空間も使い切る！

集会や会議ができる施設は、市内に
なんと合計400以上もあるんだ！

公共施設の老朽化が一斉に到来する Ｖｏｌ．２ 

　津市の公共施設で最も多いのがコミュニティセ
ンターや公民館などの集会施設です。老人福祉セ
ンターや保健センターなど、集会施設ではないけ
れど会議室や研修室などをもつ施設も合わせる
と、集会や会議などのために利用できる施設は
400以上もあります。
　これまで施設は縦割りに整備されてきたため、
設置場所や用途が重複していたり、「老人…」「児
童…」「福祉…」など、利用者や用途を限定する

名称が付いているため、限られた利用者に、限ら
れた時間にしか使われてきませんでした。さら
に、施設は老朽化している上、あまり利用されて
いない施設もたくさんあります。
　これらの課題を踏まえ、施設の整備・維持管理
にかかる費用を節約するのはもちろん、地域の交
流や連携の促進のためにも、さまざまな条件を解
決し、既存施設の有効活用により、建物と空間の
「使い切り」を目指します。

利用者と利用時間が限られている現状現状 現状現状設置場所や用途が重複している
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持ち物　健康手帳(持っていない人は当日発行できます)、タオル、水分補給用の飲み物、上靴(　マークの会場のみ)　※動きやすい服装で
　お越しください。

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8080　　272－1119
北畠氏館跡庭園ライトアップ「寂庭の宴」
名松線と伊勢奥津駅発無料臨時バスで行く

問い合わせ　介護保険課　　229－3149　　229－3334
「足腰かなめ教室」で筋力アップ！

　木々の織りなす紅葉が庭園内
の池に映える北畠氏館跡庭園に
遊びに来ませんか？
　名松線に乗って伊勢奥津駅で
下車し、無料臨時バスを利用す
ると、17時30分から、ライト
アップされた紅葉を約１時間楽
しめます。

ダイヤは広報津８月1日号または
津市ホームページをご覧ください。

17:30~20:30
北畠氏館跡庭園

11 11   ～13金 日

11 3     5   6木・祝 土 日

とき（約２時間）ところ とき（約２時間）ところ

12月１日・15日、来年１月５日・19日、２月
２日・16日いずれも木曜日13時30分～

北部市民センター

12月１日・15日、来年１月５日・19日、２月
２日・16日いずれも木曜日10時～

とことめの里一志

12月２日・16日、来年１月13日・27日、２月
10日・24日いずれも金曜日13時30分～

白塚団地集会所

12月２日・16日、来年１月６日・20日、２月
３日・17日いずれも金曜日９時30分～

美杉高齢者生活福祉
センター

12月５日・19日、来年１月16日・30日、２月
６日・20日いずれも月曜日10時30分～

アクトス津山の手
（一身田上津部田）

12月６日・20日、来年１月17日、２月７日・
21日、３月７日いずれも火曜日14時～

白塚診療所（白塚町）

12月６日・20日、来年１月10日・17日、２月
７日・21日いずれも火曜日13時30分～

美里保健センター

12月７日・21日、来年１月４日・18日、２月
１日・15日いずれも水曜日13時30分～

津センターパレス

12月７日・21日、来年１月４日・18日、２月
１日・15日いずれも水曜日10時30分～

高茶屋市民センター

12月８日・22日、来年１月12日・26日、２月
９日・23日いずれも木曜日10時～

久居シルバーケア豊壽園
（久居新町）

12月９日・23日、来年１月13日・27日、２月
10日・24日いずれも金曜日10時30分～

介護老人保健施設あのう
（安濃町東観音寺）

12月13日・27日、来年１月10日・24日、２月
14日・28日いずれも火曜日14時～

津生協病院附属診療所
（船頭町津興）

12月13日・27日、来年１月10日・24日、２月
14日・28日いずれも火曜日13時30分～

河芸ほほえみセンター

12月14日・28日、来年１月11日・25日、２月
８日・22日いずれも水曜日10時30分～

第二はなこま保育園
（高茶屋小森町上野）

名松線⇔無料臨時バス乗り継ぎ表(11月11日～13日)

錦秋の多気を満喫！

パーク＆ライドを
ご利用ください
一志駅…市一志庁舎南側駐車場
関ノ宮駅…市白山庁舎内駐車場

道の駅美杉着 15:45 16:05

北畠神社発 15:40 16:00

北畠神社⇔道の駅美杉はループバスも運行！

道の駅美杉発

北畠神社着 15:55 16:15

15:50 16:10無料臨時バス

多気方面行

伊勢奥津駅行

名松線

無料臨時
バス

名松線

伊勢奥津駅行

松阪駅行

12:05

12:00

12:20 12:50 13:00 14:30 14:50 15:05

14:5012:35 14:15 14:35

12:30 12:40 14:10 14:30 14:45

17:00

16:45

16:40

16:40

16:25

16:20

12:45

17:50

17:55

18:10

18:25

18:30

18:45

18:30

18:35

18:50

北畠神社

道の駅美杉

伊勢奥津駅

11:25

11:10

11:30 11:35 12:00 17:1013:30 13:35

13:3011:30 17:0513:25

11:15 11:40 16:5013:10 13:15

15:25

15:20

15:05

15:10

15:05

14:50

11:55

17:20

17:35

17:40

17:30

17:45

17:50北畠神社

道の駅美杉

伊勢奥津駅

一志駅

関ノ宮駅

18:41

18:21

18:06

松阪駅

17:1513:06

13:57

14:12

14:30

15:08

15:59

16:14

16:34

18:58

19:49

20:04

20:23

伊勢奥津駅

一志駅

関ノ宮駅

伊勢奥津駅 14:33

13:42

13:27

松阪駅 13:099:38

9:56

10:11

11:02

11:33

11:51

12:06

12:57

15:11

15:29

15:44

16:35

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

無料臨時バスを運行！
も

名松線に乗って美杉へＧＯ

　体力や筋力に自信がない、膝や腰などが痛むた
め運動がしづらい、転倒の心配がある人などを対
象に「元気アップ運動」を基本とした運動を専門ス
タッフが指導します。
対　象　65歳以上の人
申し込み　電話で介護予防教室専用窓口(Ｔ229－

3208)または各総合支所市民福祉課(市民課)へ
申込期間　11月１日(火)～10日(木)の９時～16
時(休日・祝日を除く)
※決定通知書は11月中旬以降に郵送します。ま
た、申込者多数の会場は、介護予防教室への参
加経験がない人を優先します。
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馬と魚馬と魚

カツラギカツラギ

井下好井
いのしたよしい

井下好井
いのしたよしい

問い合わせ　一志総合支所地域振興課　　293－3008　　293－3022
新 津市誕生10周年 一志町ふれあいまつり

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8080　　272－1119
新 津市誕生10周年 平成28年度みすぎ秋まつり

問い合わせ　各公民館
平成28年度公民館文化祭

11 13 8:30~15:00

～ふるさと ふれあい 秋まつり～

市一志庁舎駐車場・ＪＡ三重中央本店駐車場(一志町田尻)

◆白山地域 ◆美杉地域

　オープニング餅つき、一志中学校ブラスバンド演奏、ミニミニ商店街、
地元特産物の販売、白山高校野だて、豚汁大鍋コーナー　など

　よさこい踊り、麻倉未稀パワフルライブ、あつライブ、幼稚園児演技・演
奏、フラダンス、食生活改善指導、久居一志医師会による健康相談　など

日

公民館の講座受講生と自主講座の皆さんが日頃の成果を披露します。　

一志農村環境改善センター

11 3 9:00~16:00
美杉総合文化センター

◆ステージイベント(よしもとお笑いライブ、文化協
会芸能発表、よさこい踊り、和太鼓演奏、小・中学
生によるステージ発表など)

◆特産品販売および各種ブースの出展
◆作品展示(絵画、書、写真など)

木・祝
11 1　～4 作品展示

太郎生
Ｔ273－0222

11月６日㈰
９時30分～
14時30分

旧太郎生小学校校
舎・体育館

作品展示、学習発表
会、バザーなど

伊勢地
Ｔ274－0223

11月６日㈰
10時～15時

伊勢地地域住民セ
ンター、伊勢地体
育館

作品展示、バザー
など

八幡
Ｔ274－0222

11月６日㈰
10時～
15時30分

美杉高齢者婦人セ
ンター「しゃくな
げ会館」

作品展示、学習発表
会、バザーなど

多気
Ｔ275－0222

11月20日㈰
10時～
15時30分

多気体育館、多気
地域住民センター

作品展示、学習発表
会、バザーなど

竹原
Ｔ262－3014

11月20日㈰
10時～15時

竹原体育館・グラ
ウンド

作品展示、バザー
など

下之川
Ｔ276－0222

11月27日㈰
９時30分～
16時

下之川体育館・グ
ラウンド

作品展示、バザー
など

と　き ところ 内　容

11月13日㈰
９時～15時

川口小学校体育館、
川口公民館

講座生・一般・児童作品
展示、農産物品評即売会、
体験コーナーなど

11月20日㈰
９時～
14時30分

八ツ山小学校体育
館・校舎

作品展示、舞台発表、農
産物品評即売会、バザー、
体験コーナーなど

11月20日㈰
９時～16時 大三小学校体育館

作品展示、学習発表会、農
産物品評即売会、バザー
など

11月20日㈰
９時～16時 倭小学校体育館

作品展示、舞台発表、農
産物品評即売会、バザー、
体験コーナーなど

11月20日㈰
９時～15時 家城小学校体育館

講座生・一般・児童作品
展示、学習発表会、農産
物品評即売会など

11月13日㈰
９時～
15時30分

元取公民館 作品展示、学習発表会、
バザー、千本づきなど

元取
Ｔ269－3057

川口
Ｔ262－0483

八ッ山
Ｔ262－0432

大三
Ｔ262－2666

倭
Ｔ262－0485

家城
Ｔ262－0484

公民館名 と　き ところ 内　容公民館名

秋
ま
つ
り（
文
化
祭
）

文
化
祭

入場無料
当日入場
整理券を
配布

火 金
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TSU NEWS

問い合わせ　男女共同参画室　　229－3103　　229－3366
平成28年度 津市男女共同参画フォーラム「わあむ津」
津市男女共同参画都市宣言10周年

8
TSU NEWS 保育所等の利用

申し込みはお済みですか

問い合わせ　子育て推進課　　229－3390　　229－3451

問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

募集中！少子化対策に関する事業

麻木久仁子さん

12 3 11:00~16:00
津リージョンプラザ

◆麻木久仁子さん（タレント）による講演
　「輝いて生きる～わたし色の人生観～」

　平成29年４月１日からの保育所等の利用申し
込みを、受け付けています。利用を希望する人
は10月31日(月)までに子育て推進課または各総
合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等へ申し込
んでください。必要書類など詳しい手続きは広
報津９月１日号または津市ホームページをご覧
ください。

土

時　間　13時～15時15分(開場12時30分)
ところ　お城ホール
定　員　先着600人(要整理券)
申し込み　はがき、またはＥメールで郵便番号、
住所、氏名、電話番号、希望枚数(５枚まで)
を男女共同参画室(〒514-8611住所不要、
Ｍ229-3103@city.tsu.lg.jp)へ　※後日、
対象者には入場整理券を郵送します。

申込期間　11月１日(火)～15日(火)必着

◆各団体による展示、
　取り組み紹介
時　間　11時～16時
ところ　３階生活文化情報セン
ター(展示室)

無料託児
対　象　１歳～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　11月８日(火)～25日
(金)

テレビ、ラジオ番組で司会
者、コメンテーターとして
活躍し、知性派タレントと
しても多くの番組に出演

◆津市男女共同参画フォーラム実行委員会による電子かみしばい
◆東福寺一郎さん(三重短期大学学長)による講話
　「男女共同参画都市宣言から10年」

　児童の保護者が働いている場合や、病気など
のために保育が必要と認められる場合に、保護
者に代わって保育を行う施設です。保育所等に
は、保育所、保育を提供する
認定こども園、地域型保育事
業などがあります。

保育所等とは

　津市では、少子化対策の取り組みの一つとし
て、結婚しやすい環境づくりを目的とした「結婚
支援事業」を募集しています。創意工夫のある優
秀な企画を提案し、実施した事業に対して補助金
を交付します。
募集内容　結婚を希望する独身男女への出会いの
場の提供、出会いから結婚までを円滑にするサ
ポート事業、結婚への意識啓発など、津市の実
情を踏まえた結婚支援に関わる事業でかつ新規
性のあるもの　※平成29年２月28日(火)まで

に実施できるものに限ります。また、他の団体
などから助成金等の資金援助を受けているもの
は対象外です。
応募資格　市内に主たる事務所を有する民間非営
利団体で、新たに結婚支援に関わる事業を行う
団体
補助金額　対象経費のうち上限20万円
締め切り　10月31日(月)17時15分必着
※詳しくは津市ホームページまたは子育て推進課
で配布する募集要領をご覧ください。

あさ　 ぎ　　く　　に　　こ
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人権　 豆知識

　近所のコンビニエンスストアで、数年前から
外国人の従業員をよく見掛けるようになりまし
た。留学生のアルバイトでしょうか、多くは若
いアジア系の人のようです。お店では、外国人
従業員が「ポイントカードはお持ちですか」「温
めますか」「おつりは570円になります」などと、
たどたどしい日本語を話しながら、慣れない手
つきで商品を袋に入れてくれます。些細なこと
かもしれませんが、商品を袋へ入れるとき、つ
ぶれるような軽い物を下に入れたり、傾けてほ
しくない物を縦に入れたりすることがあり、不
安な気持ちになったことがありました。私は商
品の種類に合わせて袋に入れるという細かい気
遣いを外国人に求めるのは難しいかなぁと思っ
たとともに、日本人がレジにいると安心してし
まったのを覚えています。
 しかし、数カ月もすると、彼らのレジでの一連
の作業は手慣れたものになっていて、税金や各
種料金の収納なども手際良くこなすようになっ
ていました。日本人のアルバイト仲間と何ら変
わらず業務をこなし、さらにベテランになると、
新人の日本人アルバイトに指導している光景も
見掛けるようになりました。その頃には、私自
身も外国人従業員に何の不安感も無くなってい
ました。
 そのとき私が気付いたのは、誰でも初めてのこ
とをするときは、間違いもあれば、失敗もす
る。器用な人がいれば、不器用な人もいる。こ
れは日本人でも外国人でも同じです。それなの
に私は外国人だからという偏った見方をしてし
まっていたということです。ただ一生懸命、誠
実に取り組む姿勢があれば、外国人であっても
日本人であっても、関係なく周りに受け入れら

れていくのだろうと思いました。
　日本政府観光局のデータによると平成27年の
来日外国人数は約1,973万人で、年々増加傾向
にあります。グローバル化が進む中、今後さら
にいろいろな国から外国人が来日し、私たちの
身近なところで出会う機会が増えてくると思い
ます。言葉や文化・習慣の違いがあっても、私
は外国から来た人をひとくくりで見ずに一人の
人間として接していきたいし、日本人であって
も外国人であっても、遠く離れた慣れない土地
で頑張っている人たちを応援していきたいと思
います。 (40代　男性)

コンビニで気付いたこと

さ　 さい

答え　①コンビニエンスストア／スーパー
マーケット　②ショッピングセンター／百
貨店　③トイレ　④ホテル　⑤レストラン

　これらは外国人向け地図記号と呼ばれ、
外国人も見てすぐに分かるように作成され
たものです。地図記号に国際基準はなく、
これまで、日本人にはなじみ深くても、外
国人には分かりにくい場合があり、国土地
理院では、ホテルやレストランなど外国人
がよく訪れる施設について検討し、平成28
年３月に外国人向け地図記号(15施設)が
決められました。

これらのマークを知っていますか？

① ② ③

④ ⑤



○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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昨年の環境フェスタの様子

収税課
　229－3135　　229－3331

市民税・県民税の納付

環境政策課
　229－3212　　229－3354

新 津市誕生10周年記念事業
つ・環境フェスタ

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

資産税課
　229－3132　　229－3331

臨時職員（短期）

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市ジュニアスポーツ団体
駅伝大会

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510　　266－2522

錫杖湖畔秋のウォーキング

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

第10回HEART BOAT MIE

福祉政策課
　229－3283　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

津市戦没者戦災犠牲者追悼式

お知らせ 募　　集

イベント

　第３期の納期限は10月31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４期
から口座振替になります。

と　き　10月27日(木)13時30
分～　※受け付けは12時30分～
ところ　津リージョンプラザお
城ホール
※入場者多数の場合、入場制限
を行うことがあります。

　今回は「人と自然の共生」を
テーマに開催します。家族で楽
しみながら環境について考えて
みませんか。
と　き　11月27日(日)10時～15時
ところ　メッセウイング・みえ
内　容
●燃料電池自動車「MIRAI」展示
●親子寄せ植え講習会、花苗の
展示・販売
●市民団体、企業の環境保全活
動の展示・体験
●市内の幼稚園、小・中学校の
環境学習展示
●おもちゃの「かえっこ」
●フリーマーケット
●スタンプラリー抽選会
●地元の食材を使用したファス

トフード、弁当などの販売
●ごみ収集車へのお絵かき、乗
車体験　など
※マイバッグやマイ箸などの持
参をお願いします。

と　き　11月５日(土)19時30分～
ところ　太郎生多目的集会所
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、歌を交えた話

　地元飲食店によるグルメや、さ
まざまな体験教室、親子で楽しめ
るイベントがいっぱい。　※当日
の売り上げの一部を東日本・熊
本復興支援の義援金とします。
と　き　10月30日(日)９時30分～
ところ　津市モーターボート競
走場２階
入場料　100円(20歳未満は無料)

　河内渓谷、錫杖湖畔を歩きま
せんか。軽食付きで、景品が当
たるクイズも行います。
と　き　10月23日(日)８時30分～
(受け付け後順次スタート)
ところ　雲林院福祉会館駐車場
集合
コース　雲林院福祉会館～河内
渓谷～錫杖湖水荘(約６km)
費　用　200円(当日徴収)
※小学生以下は保護者同伴、中
学生は保護者の同意が必要

任用期間　来年１月４日(水)～
２月28日(火)
定　員　２人
勤務時間　８時30分～17時15分
※土・日曜日、祝・休日を除く
勤務場所　市本庁舎
業務内容　償却資産申告書の受
け付け、データ入力、その他
事務補助　※詳しくは面接時
に説明
対　象　パソコンを使った事務
の経験があり、実務的な入力・
計算・表作成などができる人
試験内容　パソコンでのデータ
入力試験、面接
賃　金　日額6,360円(通勤手当
は別途支給、駐車場なし）
申し込み　直接窓口または電話
で資産税課へ
申込期間　10月17日(月)～31日(月)

と　き　来年１月７日(土)８時
30分～12時　※予備日１月８
日(日)
ところ　安濃中央総合公園周辺
対　象　スポーツ少年団団員、子
ども会に加入している子ども
※１チーム６人、全６区間
申し込み　スポーツ振興課また
は津市体育館、各総合支所地
域振興課にある所定の申込用
紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、ファクスで
スポーツ振興課(〒514-0056 
北河路町19-1
　メッセウイン
　グ・みえ内)へ
締め切り　11月
　４日(金)必着



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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昨年の講座の様子

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
パソコン指導ボランティア
養成講座

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
「明日の家計に役立つ金融・
経済知識」（後期）

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

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
やさしい手話講座

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

第２回津市生活・介護支援
サポーター養成講座

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

中心市街地の活性化を考える
商店街 次の担い手養成塾

と　き ところ
11月19日㈯、来年２
月18日㈯いずれも10
時～12時

中央公民館
情報研修室

12月18日㈰
９時30分～15時30分

来年３月５日㈰
９時30分～15時30分

来年１月28日㈯
10時～12時
来年２月25日㈯
13時～16時

高田短期大学
（一身田豊野）

申し込み　10月17日(月)から配
布する所定の申込用紙に必要
書類を添えて、直接市営住宅
課または同課久居分室窓口へ

申込期間　10月31日(月)～11月
４日(金)８時30分～17時15分
※11月３日(木・祝)は除く。郵
便・ファクスでの申込用紙の配
布、受け付けはできません。

　パソコンの魅力を伝えるボラ
ンティア養成講座です。講師役
や援助する役を体験しながら実
践的にパソコンの指導ボラン
ティア能力を高めます。

講　師　情報ボランティアみえ
対　象　市内に在住・在勤・在学
のパソコン経験者(６回の講座
を全て受講でき、パソコンで
Ｅメールの送受信ができる人)

定　員　抽選20人
費　用　資料代
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号
を、中央公民館(〒514-0027 

大門7-15 津センターパレス
２階)へ　※往復はがき１枚に
つき１人有効
締め切り　10月28日(金)必着

　金融資産の活用や運用をテー
マに学びます。
と　き　11月16日、12月21日、
来年１月18日、２月15日、３
月15日いずれも水曜日13時
30分～15時30分(全５回)
ところ　中央公民館会議室
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　抽選50人
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号
を、中央公民館(〒514-0027 
大門7-15 津センターパレス
２階)へ　※往復はがき１枚に
つき１人有効
締め切り　10月28日(金)必着

　初歩の手話を学んだ人が、簡
単な会話や通訳ができるように
学ぶ講座です。
と　き　11月16日～来年３月
22日の水曜日19時～20時(全
15回)
ところ　中央公民館会議室
講　師　安藤賢之助さん
対　象　手話を半年から１年程
度学んだ人
定　員　抽選30人
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号
を、中央公民館(〒514-0027 
大門7-15 津センターパレス２
階)へ　※往復はがき１枚につ
き１人有効
締め切り　10月28日(金)必着

　高齢者の生活ニーズを支援す
る担い手を養成する講座です。
福祉・介護に関する知識や技術
について、20時間程度の講義な
どを受講した後、地域包括支援
センターとともに高齢者が住み
慣れた地域で生活が送れるよう
にサポートします。
と　き　11月６日・13日・20日・27
日、12月４日いずれも日曜日
ところ　久居総合福祉会館
定　員　先着30人
申し込み　電話で高齢福祉課へ
申込期間　10月20日(木)～11月
４日(金)

　日常の隙間時間を使って気軽
に起業したい、家事・育児と両立
しながら起業したいと考えてい
る女性などを対象に、起業・開業
についての勉強会を開催します。
と　き　11月16日(水)・28日
(月)、12月７日(水)・21日
(水)、来年１月18日(水)いず
れも９時30分～11時30分
ところ　中央公民館研修室Ｂ(11
月16日は同会議室)
講　師　西村訓弘さん(三重大学
地域戦略センター長)
対　象　起業を考えている、また
は起業に興味がある女性　
定　員　10人
申し込み　受講申込書へ必要事
項を記入し、郵送またはファ
クスで三重大学地域戦略セン
ター(〒514-8507 住所不要、
Ｆ231-9905)へ　※定員を超
えた場合は書類選考。受講申
込書は三重大学地域戦略セン
ターホームページからもダウ
ンロードできます。
締め切り　11月11日(金)必着



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

11月の開催日程11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
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■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。

11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）

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）
バドミントン（４面、18時～21時30分のみ）
卓球（18台）
卓球（13時～17時に空きがある場合のみ）
バレーボール（３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

２日㈬、11日㈮、24日㈭、28日㈪
８日㈫、18日㈮、21日㈪
８日㈫、18日㈮、21日㈪
２日㈬、４日㈮、９日㈬、11日㈮、14日㈪、24日㈭、28日㈪
４日㈮、９日㈬、14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）

１日㈫、８日㈫、15日㈫、22日㈫、29日㈫

８日㈫
18日㈮

２日㈬、９日㈬、16日㈬、23日（水・祝）、30日㈬
※23日（水・祝）は17時～

７日㈪

12日㈯、20日㈰、26日㈯

14日㈪
28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）

本場

場外

昼

夜

11月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
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水火

津インクル

スタンド

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、空き
　がある場合卓球使用可能。卓球の18時～21時30
　分はバドミントン４面を一般公開します。

コミュニティ助成事業（宝くじ助成金）で整備されました
コミュニティ助成事業は、自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として
地域コミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るために行っているものです。

　集会所での会議
やサロン活動の活
性化のため、机や
椅子、エアコンな
どの備品を整備し
ました。

　音響設備や照明、テントなどを整備
し、37の自治会の
皆さんが一堂に会
する「しんまち夏
まつり」を盛大に
開催しました。

　県無形民俗文化
財に指定されてい
る宮踊りの伝承を
目的に、太鼓や祭
り装束などの備品
を整備しました。

 ◆三重町自治会◆ ◆新町地区自治会連合会◆ ◆砂原区自治会◆

児島 大村 鳥羽一郎争奪戦 びわこ女子 平和島 宮島

桐生 GⅠ若松周年 蒲郡 住之江 蒲郡 桐生

住之江 桐生 若松 丸亀 住之江 蒲郡

徳山 徳山 GⅢ唐津 徳山 常滑 芦屋江戸川大村 尼崎 唐津 浜名湖

GⅢ多摩川 常滑 宮島 福岡 GⅡ芦屋MB大賞 戸田 多摩川 浜名湖 江戸川平和島

GⅢ江戸川女子 びわこ女子 GⅠ尼崎周年 GⅢ常滑 SGチャレンジカップ（大村） 尼崎多摩川

GⅢ多摩川 GⅠ尼崎周年 SGチャレンジ
カップ（大村） 尼崎GⅡ芦屋MB大賞びわこ女子

鳥羽一郎杯争奪戦 GⅢ津オールレディース

GⅢ津オールレディース

GⅢ中日カップ

GⅢ中日カップ
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経ヶ峰山頂からの大パノラマ

赤地蔵

N

山出
ルート

平尾
ルート

赤地蔵

常明寺跡

休養施設
（山小屋）

山頂展望台
比佐豆知
菅原神社

仲之郷
バス停

グリーンロード

草生小

枇杷ヶ谷
地蔵

410

28

28

そび

び　　わ　　が　　や

や　　お　　び　　く　　に

ひ　　さ　　ず　　ち

しゃくじょう

あのうがたけ

　津市の北西部に聳える標高819ｍの経ヶ峰
は、安濃・芸濃・美里地域からそれぞれ頂上に
向かう登山ルートがあり、四季折々の風景を求
める多くの登山者に親しまれています。
　日本の山の名前は仏教に関わるものが多く、
例えば全国各地の薬師岳や観音岳などは仏像
に、芸濃地域にある錫杖ヶ岳は仏具にその名の
由来があります。
　経ヶ峰という名は、かつて「安濃嶽」と呼ば
れていたこの山の頂に、室町時代、経塚が築か
れたことから定着したといわれています。地域
の人々にとって経ヶ峰一帯は、古代から聖なる
山として意識されていたことが山腹にある平安
期の寺社跡などからもうかがわれ、安濃地域か
らの登山ルート沿いには信仰に関わるさまざま
な遺跡を見ることができます。
　草生地区からの山出ルート沿いには、高さ２
ｍ、幅1.5ｍほどの自然石に刻まれた枇杷ヶ谷地
蔵があり、平安時代に弘法大師がこの地を訪れ
た時に彫ったと伝えられ、地元の人々の信仰を
集めています。
　また、菅原道真公を祭る比佐豆知菅原神社を
起点とする平尾ルート沿いには、万病に効くと
される地蔵尊が20体ほど祭られ、病気の治癒の

お礼参りにベンガラを塗ったことから「赤地
蔵」と呼ばれています。
　さらに登山道沿いではありませんが、両ルー
トに挟まれた谷あいには八百比丘尼伝説の残る
常明寺跡があり、基壇石垣などが残っていま
す。織田信長の伊勢侵攻の際に焼き討ちにあっ
たといわれ、うっそうとした樹木に覆われたこ
の地が、真言密教の道場であった歴史をひっそ
りと伝えています。
　山腹に残るさまざまな信仰の跡を見て、その
後に頂上からの雄大なパノラマを望むと、いに
しえの人々が信仰の山としてあがめた経ヶ峰の
存在がより大きく感じられます。紅葉を迎える
季節に少し足を伸ばして歴史ハイキングを楽し
んでみてはいかがでしょうか。

信仰の山　経ヶ峰



　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)

記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

９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（76件）
6件（21件）

1,329件（9,612件）
911件（6,428件）

0人（11人）
137人（794人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,010世帯
（前月比45世帯減）

282,050人
（前月比178人減）

136,887人
145,163人

市民の動き
８月分

（平成28年累計）

悲しい数字

広報 つ！　平成28年10月16日号16

お知らせ

■津市民体育大会

■津市民スポーツ教室

グラウンドゴルフ
ラグビーフットボール
サッカー（Ｕ８）
サッカー（アクティブシニア）
バスケットボール

11月15日㈫９：00～12：00
11月20日㈰10：00～12：00
12月４日㈰10：00～12：00
12月４日㈰13：30～16：30
12月11日㈰９：30～15：30

河芸第２グラウンド
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
市内の小学校体育館

18歳以上（高校生は除く）
４歳～中学生
５歳～小学２年生
40歳以上
小学生

10月25日㈫～11月４日㈮
当日会場で申し込み
11月25日㈮まで
11月25日㈮まで
11月１日㈫～30日㈬

120人
50人
120人
40人
100人

なぎなた 11月20日㈰

12月11日㈰ソフトバレーボール

高田高校柔・剣道場
（一身田町）
安濃中央総合公園内
体育館

小学生以上
（高校生は除く） 10月24日㈪～11月７日㈪

11月１日㈫～11日㈮制限
なし18歳以上（高校生は除く）

50人

種　目

種　目

と　き

と　き

ところ

ところ

対　象

対　象

定　員

定　員

申込期間

申込期間

イベント

所得税の青色申告決算等説明会
　11月15日(火)10時～12時、
13時30分～15時30分　　県文
化会館小ホール(県総合文化セン
ター内)　　所得税の青色申告者
の決算や年末調整事務などの説
明　※決算書用紙は確定申告書
に同封して送付されます。
　津税務署(　228－3133)

スポーツ指導者紹介制度
　同好会、サークル、企業での
体操指導など、市内で健康・ス
ポーツ活動をしている団体へ登
録指導者を紹介しています。詳
しくは、津市スポーツ協会へお
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)

SEA LINK in 津なぎさまち
　11月６日(日)10時～15時　　
津なぎさまち内旅客船ターミナル
周辺　　飲食コーナー、雑貨販売

や体験コーナーなどを通じての
地域交流イベント　※イベント
用駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。
　津なぎさまちイメージアップ
事業実行委員会事務局(交通政策
課内、　229－3180)

第66回社会を明るくする運動
小・中学生の優秀作文発表会
　11月12日(土)13時30分～　
　サンヒルズ安濃ハーモニーホー
ル　　小・中学校作文コンテス
トの表彰と作文発表
　津保護司会事務局(　225－0234)

介護就職デイ
　11月10日(木)13時30分～15時
　ハローワーク津(島崎町)　　市
内の介護などの福祉関係事業所と
の就職相談、面接会　　福祉の仕
事に就職希望、または関心がある人
　ハローワーク津(　228－9161)

津ぅきた福きた
カムカムフェスタ2016
　11月13日(日)10時～15時　　
河芸第２グラウンド南駐車場　

　一日商店街での地元特産品の
販売、バンド演奏、キッズダンスタ
イム、クラシックカー大集合など
　津北商工会(　245－5678)

三重FPフォーラム2016in津
人生のもしもに備えるくらしと
お金のセミナー
 11月５日(土)13時15分～16時
40分　　県文化会館１階レセプ
ションルーム(県総合文化センター
内)　　第１部…中川雅久さんに
よる講演「今、親に何かあっても
困らない相続の話」、第２部…清
水香さんによる講演「災害時 絶
対に知っておくべき『お金』と『保
険』の知識」　　各100人
　10月31日(月)までに日本FP
協会三重支部(　221－5177)へ

朗読サロン
～小説を聞いてみませんか～
　11月17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「羅生門」芥川龍之介／作、
「桃子」江國香織／作ほか　　50人
　同会代表(　090－4189－9547)



　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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前回の屋内会場の様子

募　　集

三重県ハーモニカ協会
第15回記念定期演奏会
　10月29日(土)13時～(12時30
分開場)　　津リージョンプラザ
お城ホール
　同協会(　262－4408)

地域文化財総合活性化事業
歴史講演会「多気を訪れた本居宣長
～北畠氏と本居～」
　11月12日(土)13時30分～16
時ごろ(13時開場)　　北畠神社
会館ホール(美杉町上多気)　　
吉田悦之さん(本居宣長記念館館
長)による講演と美杉ふるさと資
料館などの見学会
　北畠神社(　275－0615)

夢の手づくり市
　10月16日(日)、11月20日(日)、
12月11日(日)いずれも10時～16
時　　県総合文化センター(一身
田上津部田)　　こだわりのフード
や手作り品、楽しい体験、音楽演奏
など県内外から約100店が大集合
　ふきの藤代表(　090－3459－7496)

第５回さをり織り・絵画・陶芸
ジョイント展 
　10月22日(土)10時～19時、23
日(日)10時～17時　　アスト津５
階ギャラリーほか　　さをり織り
の実演と展示・販売、県内画家・陶
芸家の作品展示・販売、参加型音
楽イベント「さをりdeダンス」など
　工房ゆう(　271－6266)

ゴミ処理について考えるツアー
　市内の一般廃棄物処理関係施
設の見学を通して、ごみ処理の
現状について考えてみませんか。
　11月９日(水)９時30分～16時
30分　　津リージョンプラザ前集
合　　津市リサイクルセンター・
津市一般廃棄物最終処分場の見
学　　　20人
　10月19日(水)９時から地球温
暖化防止活動中勢協議会事務局
(環境政策課内、　229－3212)へ

お伊勢さん菓子博2017の
ボランティア
　来年４月21日(金)～５月14日
(日)　　県営サンアリーナ(伊勢
市)　　会場内の案内など　※昼
食、記念品などは用意しますが、

報酬、交通費は支給しません。　
　15歳以上で３日以上活動でき
る人　　450人程度
　11月30日(水)までに同博覧会
ホームページにある申込書に必
要事項を記入し、郵送または
ファクスでお伊勢さん菓子博実
行委員会事務局ボランティア募
集係(〒516－8566 伊勢市勢田町
628－2、　0596－63－8527)へ
　同係(　0596－63－5489)

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員養成講座
　津市ファミリー・サポート・セン
ターは、子育ち子育てを助けてほ
しい人(依頼会員)の要望に応じ
て、その支援ができる人(提供会
員)を紹介し、相互の信頼と了解
の上で一時的に子どもを預かる仕
組みです。子どもを預かるために
必要な専門知識の基礎を学んで、
提供会員になってみませんか。
　11月５日(土)・６日(日)・７
日(月)・12日(土)・13日(日)・
14日(月)　　中央公民館ほか　
　2,500円(テキスト代)
　電話またはファクスで津市ファ
ミリー・サポート・センター(　
236－0120、　236－0121)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
　11月９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・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

第６回ふれあいカレッジ閉校式
記念文化講演会
　10月27日(木)14時～16時　
　ベルセ島崎１階会議室(島崎
町)　　朴恵淑さん(三重大学教
授)による講演　※詳しくはお問
い合わせください。
　10月16日(日)からみえ長寿津
連絡会担当(　232－6806)へ

新 津市誕生10周年 久居地域文化祭

新 津市誕生10周年 安濃町文化祭

と　き 内　容 ところ
10月31日㈪～11月３日（木・祝）
９時～17時（３日は16時まで）

美術展（日本画、洋画、
写真、書道）

11月２日㈬・３日（木・祝）
９時～17時（３日は16時まで）

生け花展、盆栽・山野
草展示即売会

11月２日㈬・３日（木・祝）
９時～16時 茶会（抹茶300円）
11月３日（木・祝）
９時30分～15時30分 邦楽発表会 久居総合福祉会館

南館３階

久居公民館

と　き 内　容 ところ

11月５日㈯・６日㈰
９時～16時

洋楽・邦楽発表会（邦
楽、洋楽、ダンス、
コーラス）

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

11月12日㈯・13日㈰
９時～16時

催し物・趣味の作品
展（絵画、写真、書道、
茶道、華道など）

安濃中公民館

問い合わせ　同実行委員会事務局　　256－5446

問い合わせ　同実行委員会事務局（安濃中公民館内）　　268－2101



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着
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前回の様子

募　　集

津ぅバル│

星と語ろう
　11月26日(土)18時45分～20
時15分　　津市青少年野外活動
センター(神戸)　　金星・火星・
秋の星座の観察(悪天候の場合は
天文工作)　　市内に在住の小学
生と保護者　　　15組　　１組
600円(３人まで、１人増えるご
とに300円追加)
　10月24日(月)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ　※窓口優先

特定公共賃貸住宅入居者
　居住環境が良好な賃貸住宅と
して三重県が提供するファミ
リー世帯向けの住宅に住みませ
んか。民間賃貸住宅とは異なる
入居者資格がありますので、詳

しくはお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
　サンシャイン千里(河芸町千
里ヶ丘)
　10月31日(月)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵送
で伊賀南部不動産事業協同組合
(〒514-0008 上浜町一丁目5-1  
エトアール津102)へ　※消印有効
　同協同組合(　221－6171)

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　11月19日(土)10時～12時　
　高田短期大学(一身田豊野)　
　子育て中の母親(１人目の子ど
もが未就学児であること)　　　
15人　　500円(軽食代を含む)
※託児を利用する場合は子ども
１人につき500円が別途必要
　10月25日(火)から同短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日を除く

ＪＩＣＡボランティア
　開発途上国で現地の人々と同じ
生活をしながら共に働き、国づく
りに貢献するボランティアを11月
４日(金)まで募集しています。な
お、体験談＆説明会(予約不要)を
10月23日(日)14時～16時に県立
図書館２階文学コーナー(県総合
文化センター内)で開催します。
詳しくはお問い合わせください。
　青年海外協力協会中部支部(　
052－459－7229)　

三浦佑之先生ふるさと講演会
「古事記の世界～神と人の物語」
　11月５日(土)12時～14時　　
北畠神社会館ホール(美杉町上多
気)　　美杉町多気出身で古事記
研究の第一人者、三浦佑之さん
による講演　　市内に在住の人
　　150人　
　10月25日(火)までに往復はが
きで住所、氏名、電話番号、希
望人数を、多気の郷元気づくり
協議会(〒515－3312 美杉町上多
気663 辻村宛)へ
　同協議会(　275－0009)

e-すまい三重│

第3回津ぅのドまんなかバル ～ 昼も夜も大門探検!!～

　大門地区の約60店舗で、食べ歩き、飲み歩
きのお店巡りを満喫しましょう。
と　き　11月12日(土)・19日(土)
参加方法　エントリーチケット１枚と現金(500
円・700円・1,000円)でお得なバルメニュー

が楽しめます。
エントリーチケット　１冊６枚つづり　前売り
500円、当日600円
チケット販売場所　津駅前観光案内所(アスト
津１階)、津都ホテル(大門)、街の駅だいも
ん(大門大通り商店街内)、参加店全店ほか

　大門の街に、100人を超える
ジャズミュージシャンがやって
きます。白熱の演奏をお楽しみ
ください。
ところ　大門大通り商店街内特設会場、大門シ
ネマ、大門地区内ライブハウス　など

問い合わせ　津ぅのドまんなかバル実行委員会事務局担当
　　　　　　　090－7955－6787　　z.domannaka.bar@gmail.com

同日開催 津ぅのドまんなかジャズ
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振り込め詐欺対策に有効！自動通話録音警告機を無料で貸し出し中

い い な

とき（11月） ところ

１日㈫
13時30分～15時

サンデルタ香良洲
相談室

９日㈬
13時～16時

芸濃福祉センター
相談室１
久居総合福祉会館北館２階
会議室

１日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

16日㈬
13時30分～15時30分

安濃中公民館
研修室３

21日㈪
９時～12時

市一志庁舎
会議室

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

14日㈪
13時～16時

７日㈪
９時30分～
11時30分
17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
相談室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（11月） ところ

健　　康

無料相談

やさしい社会国際フォーラム2016
「自分達で創る、自分達の持続可能な社会」
　10月29日(土)13時30分～17
時(13時から受け付け)　　鈴鹿
カルチャーステーション　　環
境先進国ドイツから環境調和型
コミュニティーづくりの専門家エ
クハルト・ハーンさんを招いての
市民から始まる持続可能な「ま
ち・むらづくり」をテーマにした講
演　　　80人　　1,500円
　10月23日(日)～28日(金)に、直
接窓口または電話、ファクス、Eメー
ルで、えこびれっじ日本 GEN－
Japan(　　059－389－6603、　
gen.jp2015@gmail.com)へ

三重中央医療センター市民公開講座
　11月９日(水)15時～16時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　中井美紀さん(榊原病院)によ
る講演「あなたのお酒の飲み方だ
いじょうぶ？ アルコールと病気
のはじまり」　　市内に在住の人
　同医療センター代表(　259－1211)

いい歯デーおえかきてん 市民公開講座
「むし歯予防のためのハミガキ教室」
　11月６日(日)14時～14時50分
　県文化会館第一ギャラリーA(県
総合文化センター内)　　幼稚園・
保育園児、小学生など　　100人
　三重県保険医協会(　225－1071)

認知症予防教室
　11月11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　　
季節の花を描いて絵手紙づくり
　市内に在住の60歳以上の人　
　　20人
　10月28日(金)
から津市社会福
祉協議会津支部
(　213－7111)へ

一日合同行政相談所
　11月２日(水)10時30分～15時
30分　※受け付けは15時15分
まで　　津センターパレス地下
１階市民オープンステージ　　
登記、年金、税、相続、交通事
故、法律問題などの相談に弁護
士、税理士、行政相談委員など
が対応　※弁護士・税理士による
相談(　　16人)は10月24日(月)
８時30分から三重行政評価事務
所(　227－6661)へ予約が必要
　同事務所(　227－6661)

司法書士による法律相談
　11月16日(水)13時30分～16
時30分　　津リージョンプラザ
２階健康教室　　相続、多重債
務、金銭問題など　　　８人
　11月８日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

11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。

　三重行政評価事務所(　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)

　津市に在住の人を対象に、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害を防
止するための「自動通話録音警告機」を無料で貸し出しています。
自動通話録音警告機とは
　今回貸し出しするのは「振込め詐欺見張隊 新117」という機器
で、電話の発信者に対して「この電話は振り込め詐欺等の犯罪被害
防止のため、会話内容が自動録音されます」とメッセージを流し、通
話内容を自動録音するものです。特殊詐欺の犯人は通話が録音さ
れることを嫌いますので、被害の抑止効果が期待されます。

問い合わせ　津警察署生活安全課(　213-0110)　津南警察署生活安全課(　254-0110)
　　　　　　三重県警察本部生活安全企画課(　222-0110、内線3028)

●貸し出しには一定の条件が
　あり、台数には限りがあり
　ます。
●貸し出しを希望する人は、
　住所地を管轄する津警察署、
　津南警察署、三重県警察本
　部へご連絡ください。
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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。

藤田 てい子さん藤田こんにゃく 
ふ じ 　  た 　 　 　 　 　 　 　 こ

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「シイタケ」

　緑深く、美しい川が流れる美杉町八知。この地で採れた粘りのあるこんにゃく芋は「八知玉」と呼ばれ、昔から
市場で高く評価されてきた。35歳の時、主婦業の合間にこんにゃく作りを始めた藤田さんは、今もなお生のこんに
ゃく芋を使用した手作り製法にこだわり、1日600玉を一つ一つ丁寧に作り上げる。「一生懸命働くことが、ただた
だ楽しくて、これが自分らしい生き方だと思った」と、ほほ笑む藤田さんの手元に、慣れた手つきで丸められたこ
んにゃくが艶 と々光る。食卓に並びやすいようなレシピを考案するなど、主婦ならではの視点で取り組む一方で、
こんにゃくを使った寿司、ラーメン、羊羹などの商品開発にも情熱を注いできた。近年では弾力のある、もっちり、ざ
くっとした独特の食感の秘訣を求め、都会や海外から視察に訪れる人もいるという。「技術も大切ですが、こんに
ゃくの味わい深さは空気と水の美しさで決まります。これからもずっと、この美杉町でこんにゃくを作り続けたい」

やちだま

ようかん

ひ けつ

自
分
ら
し
い
生
き
方
の
中
で

お
い
し
い
こ
ん
に
ゃ
く
が
生
ま
れ
た

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.7 こんにゃく～

こ  の    ま  ちこ  の    ま  ちこ  の    ま  ち



折り込み紙

催し物のご案内

17:30

14:00

18:30

16:00

14:00

18:30

9:15
11:00
13:20

10:45
12:30
16:00

第61回都山流尺八楽演奏会 

懐メロ歌つづり

倉田ピアノ教室発表会

和やか会カラオケの集い 

一   般     1,000円
高校生以下   500円

一般　 1,000円
学生　   800円

前売り 3,000円
当　日 3,500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　　229-3300

■アストプラザ　アストホール　　222-2525

3

5

6

8

12

13

19

20

23

27

29

木

土

日

火

土

日

土

日

水

日

火

14:00

12:30

9:20

13:45

9:20

18:30

14:00

9:20

14:00

18:30

16:30

16:00

16:30

16:20

18:00

20:45

16:15

16:30

16:00

20:30

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

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

4,800円

無　料
  (要事前申し込み）

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき９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10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９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10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

前売り大人1,500円
　      学生1,000円
　      小学生600円
当　日大人1,800円
         学生1,200円
         小学生800円

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

月

2016

11

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

三重オペラ協会
　090-7044-1995(小柴）

カラオケ優の会
　226-3480

津地区明るい社会づくりの会
　227-0421(小林）

倉田ピアノ教室
　223-1329
和やか会
　090-7957-2638(池田）

劇団津演
　226-1089

みんなで歌う会
　090-2346-5516(荒木）

三重ヴォークスボーナ
　090-2770-1122(宇陀）
ZERO-family事務局
　0570-064-257

アレグリア　
　0598-56-9669(藤村）
ときめ皮膚科クリニック
　059-355-1112

　080-6954-6210(宮崎)

　090-4162-7149(西川）

　237-2270(草川）

昭栄広報名古屋支社
　052-581-1661(二宮）
ＭＲＢ(ミドラ リハーサルバンド）
　225-6070(上）
反差別・人権研究所みえ
　233-5525

　227-8593(保泉）

三重オペラ協会演奏会員による
第１０回ガラ・コンサート

カラオケの集い(みんなで歌う会)
特別ゲスト 三門しず子(ポリドール レコード)、中元
実(キングレコード)、みづきれいこ(日本クラウン)

津明社の集い「男はつらいよ寅次郎物語」
上映会～伊勢・志摩ロケ、映画評論家 
吉村英夫さんのお話つき～

2016年劇団津演秋季公演
「センポ・スギハァラ」

三重ヴォークスボーナ第60回記念
定期演奏会

サクソフォンコンサート
〜４人の三重県出身者による〜

韓流歌手ZERO
AUTUMN LIVE First Concert in MIE

第２回県民啓発講座
映画「さとにきたらええやん」上映会

フラメンコ・スペイン舞踊公演

「ひふの日」講演会

高校生のための個別進学相談・説明会

ＭＲＢジャズコンサート

3

6

13

15

20

22

木

日

日

火

日

火

19:30

16:00

20:30

18:30

16:30

20:30

無　料

無　料

無　料

10:00

11:00

10:00

13:30

12:00

9:15

14:30

13:30

河芸文化祭実行委員会(市河芸総合支所
地域振興課内)　　244-1700
フェスタ in かわげ実行委員会事務局(市河芸
総合支所地域振興課内)　　244-1700
フェスティバル実行委員会(市教委
河芸教育事務所内）　244-1712

エイムミュージック事務局
　080-3061-9172(赤井）
さくら保育園
　245-1163

三重県警察本部広聴広報課
被害者支援室　　222-0110

河芸文化祭舞台発表

フェスタ in かわげ

かわげ「夢・希望・きずな」フェスティバル

大正琴サークルひとみ会発表会

エイムミュージック「昭和歌謡ギター演奏会」

お遊戯会

ピアノミニコンサート

犯罪被害者支援を考える集い 

     

5

6

13

20

23

26

27

30

土

日

日

日

水

土

日

水

16:00

15:00

15:00

16:00

16:00

11:30

16:30

16:00

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

■河芸公民館　大ホール　　245-2222　
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ



折り込み紙

催し物のご案内

13:00
17:00

15:00
19:00

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

■河芸公民館

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)・ギャラリー  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

芳墨会
　0598-42-3439(石川）

織工房プリマベーラ
　231-3701(岸本）

津市教育研究会中ブロック図工美術部会
　 234-2615(高茶屋小学校 齋藤）

無　料

無　料

無　料

芸濃小学校
　265-2002

津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念
映画上映会」① 日本のいちばん長い日(日本
語字幕付き）②愛と死をみつめて 

新沢としひこ・柴田愛子トークライブ（昼の部）
新沢としひこソロコンサート（夜の部）
久居ギター・マンドリン合奏団
20周年記念演奏会

芸濃小学校生き方学習発表会19 土 8:30 13:00 無　料

■芸濃総合文化センター　市民ホール　　265-6000　　　　
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

市美杉総合支所地域振興課
　272-8080みすぎ秋まつり3 木 9:00 16:00 無　料

■美杉総合文化センター　美杉の郷ホール　　272-8080　　　
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

　090-2575-8033(東山）わかくさ会 歌と踊りの集い27 日 9:00 17:00 無　料

■サンデルタ香良洲　多目的ホール　　292-3113
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

市久居総合支所福祉課
　255-8834

市文化振興課
　229-3250

久居老人クラブのつどい10

11

木

金

9:00

13:00

17:00

17:40

無　料

無　料

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

第3回芳墨会合同水墨画展

エコでおしゃれ着・手織り展Ⅲ

津市教育研究会中ブロック図工展

８日(火)～13日(日)9:00～17:00
(８日は13:00から、13日は15:00まで）

17日(木)～19日(土)9:00～17:00
(17日は13:00から、19日は16:00まで）

10日(木)～13日(日)9:00～17:00
(10日は11:00から、13日は15:00まで）

と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

全館

全館

まちのギャラリー

河芸文化祭実行委員会(市河芸総合
支所地域振興課内)　　244-1700

かわげ「夢・希望・きずな」
フェスティバル

平成28年度水彩画・パステル画クラブ
(絵友会）第９回グループ展

フェスティバル実行委員会(市教委
河芸教育事務所内）　 244-1712

無　料

無　料

河芸文化祭５日(土)・６日(日)9:00～16:00
(６日は15:00まで）

■白山総合文化センター
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

水彩画・パステル画クラブ
(絵友会)　　262-0102(鈴木）

無　料

13日(日)
10:00～15:00

26日(土)・27日(日)
9:00～16:30

■美里文化センター　文化ホール　　279-8111

市一志総合支所地域振興課　
　293-3008

　059-365-4091(辻)

一志町ふれあいまつり

関心流日本興道吟詩会吟詠発表会

13

23

日

水

10:00

9:30

15:00

16:30

無　料

無　料

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■一志農村環境改善センター　多目的ホール　　293-5611　

三重大学応援団
　080-3598-4850(梶野）
グループ「にじ」
　090-1564-2096(山本）
久居ギター・マンドリン合奏団
　262-7401(内田）
Ｊａｚｚ Ｂａｎｄ ＨＡＫＵＳＡＮ
　090-9760-9208(伊東）

第22回 翠旗仰ぎて

ビッグバンドジャズライブ

12

13

20

27

土

日

日

日

13:30

13:30

14:00

16:00

15:30

16:30

無　料

2,500円

無　料

無　料

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■白山総合文化センター　しらさぎホール　　262-5893

安濃町文化祭実行委員会事務局
(安濃中公民館内）　268-2101
三重県三曲協会
　224-1088(青山）

安濃町文化祭 芸能発表

みえ県民文化祭 第47回三曲演奏会

5
6

20

土
日

日

10:00

10:00

16:30
15:30

15:30

無　料

無　料

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール　　268-5811
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保育料軽減のお知らせ

保育料軽減のお知らせ
平成28年10月16日発行

子育て推進課
　229－3167　　229－3451

保育料変更のお知らせ

算定
の例

０歳

１歳

２歳

４歳

５歳

小学
４年生～

小学
１～３年生

３歳

４月 翌年３月

世帯の収入

支給認定区分と

世帯の市町村

民税所得割額

ひとり親世帯等(※１)
【１・２・３号】77,101円未満

その他の世帯
【１号】77,101円未満
【２・３号】57,700円未満

【１号】77,101円以上 【２・３号】57,700円以上

支給認定保護者と同一世帯にい
る３歳～小学３年生の子ども

支給認定保護者と同一世帯にい
る０歳～小学校入学前の子ども

第１子：保育料表のとおり
第２子以降：０円

第１子：保育料表のとおり
第２子：半額
第３子以降：０円

対

象

多子軽減の
算定対象

保育料の軽減

※就学前子どもについては算定対象施設に就園または利用して
いる子どもに限る。

【算定対象施設】

幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部、情緒

障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援など

第１子：保育料表のとおり
第２子：半額
第３子以降：０円

支給認定保護者と生計を一にする下記の者
① 支給認定保護者に監護されている、または、されていた者
② 支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属

年収360万円以上相当の世帯年収360万円以上相当の世帯

認定区分
教育・保育

の必要量

対象になる

子どもの年齢
利用できる施設

１号認定 教育標準時間 ３～５歳
幼稚園、
認定こども園

保育標準時間
（最長11時間）

保育短時間
（最長８時間）

保育標準時間
（最長11時間）

保育短時間
（最長８時間）

２号認定

３号認定

保育所、

認定こども園
３～５歳

０～２歳

保育所、

認定こども園、

地域型保育事業

　平成27年４月から、子ども・子育て支援新制度がスタートし、幼稚園や保育所などの利用
に関する手続きをはじめ、利用者負担額(保育料)の算定方法なども変わりました。　
　さらに、平成28年４月からは、国の基準変更に伴い、年収360万円未満相当の世帯につい
て、多子世帯やひとり親世帯等に係る軽減措置が拡充されました。

保育料の軽減措置の適用を受けるため
には、申請が必要な場合があります。

保育料とは

　新制度に移行した幼稚園(※１)や保育所、認定こども園、
地域型保育事業の施設などを利用する場合に、教育や保育に
要した費用の一部を保護者が負担するものです。
　保育料の額は、国が定める水準を限度として、支給認定区
分別に、原則として父母の市町村民税額(※２)に応じて市が
決定します。
※１…平成28年度は市立幼稚園とふたば幼稚園のみ対象
※２…父母以外が家計の主宰者と判断される場合には、家計の主宰者を含
　　　めた合計額で決定します。なお、４月～８月分は前年度の、９月～
　　　翌年３月分は当年度の市町村民税額をもとに算定します。

支給認定区分

※１…市町村民税所得割額が77,101円未満の母子(父子)家庭や在宅障がい児(者)のい
る世帯を指します。また、ひとり親世帯等には、子どもの母(父)が婚姻によら
ないで母(父)となった場合も含み、保育料の決定は、地方税法の寡婦または寡
夫の規定を準用して算出した市町村民税額に基づいて行います。

第４子 保育所 ０歳児
(第３子扱い) ０円

第３子 保育所 ２歳児
(第２子扱い) 半額

第１子 小学１年生
【算定対象外】

第２子 保育所 ４歳児
(第１子扱い)

保育料表のとおり

第２子 小学１年生
(第１子扱い) 

第１子 小学４年生
【算定対象外】

第３子 幼稚園年長
(第２子扱い) 半額

第４子 幼稚園年少
(第３子扱い) ０円

平成２８年度の保育料算定例

多子世帯・ひとり親世帯等の保育料の軽減措置

「同居要件」「年齢制限」「同時入所要件」を撤廃

第１子
保育料表のとおり

第２子 ０円

第１子 寮で生活する
　　　高校１年生

　　　　　※生計が同一

第２子 半額

第３子 ０円

対象を拡大

平成27年度の市町村民税額
に基づく保育料

 ９月

平成28年度の市町村民税額
に基づく保育料

年収360万円未満相当の世帯年収360万円未満相当の世帯 拡充 従来と同様

保育料の額は
平成27年度の
おおよそ半額に

第２子以降を
無償化に
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●幼稚園の利用手続きに関すること　
　 教委学校教育課　　229-3391　　229-3332　
●保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用手続きに関すること
　 子育て推進課(保育担当)　　229-3167　　229-3451
●子ども・子育て支援新制度に関すること
　 子育て推進課(子育て推進担当)　　229-3390　　229-3451
　

問い合わせ

階層 保育料

１ 0

ひとり親世帯等 0

その他の世帯 2,000

ひとり親世帯等 0

その他の世帯 2,000

ひとり親世帯等 3,000

その他の世帯 6,500

ひとり親世帯等 5,200

その他の世帯 11,000

６ 12,500

７ 14,000

８ 17,600

市町村民税所得割額

61,601円以上77,101円未満

市町村民税所得割額 77,101円以上143,101円未満

市町村民税所得割額 143,101円以上211,201円未満

市町村民税所得割額 211,201円以上

定　義

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

市町村民税所得割額

１円以上61,601円未満

２

３

４

５

平成28年４月以降の新たな保育料表

【１号認定】　該当施設：幼稚園、認定こども園

【２号認定・３号認定】　該当施設：保育所、認定こども園、地域型保育事業

市立幼稚園の保育料の経過措置

　市立幼稚園の保育料は、平成31年度まで
に段階的に引き上げ、平成32年度に左記の
保育料となるよう経過措置を適用していま
す。ただし、平成27年４月８日までに入園
している場合は、第４～８階層の保育料を
6,000円とする特例措置を卒園まで適用して
おり、今回の軽減措置の拡充により、市町
村民税所得割額77,101円未満のひとり親世
帯等の場合は、保育料を3,000円とします。
　詳しくは、教委学校教育課または市立幼
稚園にお問い合わせください。

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

１ 0 0 0 0

ひとり親世帯等 0 0 0 0

その他の世帯 3,000 2,900 4,500 4,400

ひとり親世帯等 2,800 2,700 3,550 3,450

その他の世帯 6,000 5,800 7,500 7,300

ひとり親世帯等 3,300 3,200 4,250 4,150

その他の世帯 7,000 6,800 9,000 8,800

ひとり親世帯等 3,750 3,650 4,750 4,650

その他の世帯 8,000 7,800 10,000 9,800

ひとり親世帯等 4,250 4,150 5,300 5,200

その他の世帯 9,000 8,800 11,200 11,000

ひとり親世帯等 4,950 4,850 5,950 5,800

その他の世帯 10,500 10,300 12,500 12,200

ひとり親世帯等 5,800 5,700 6,900 6,750

その他の世帯 11,600 11,400 13,800 13,500

ひとり親世帯等 6,350 6,200 7,550 7,400

その他の世帯 12,700 12,400 15,100 14,800

ひとり親世帯等 7,000 6,850 8,250 8,100

その他の世帯 14,000 13,700 16,500 16,200

ひとり親世帯等 8,150 8,000 9,500 9,300

その他の世帯 16,300 16,000 19,000 18,600

１２ 16,300 16,000 19,000 18,600

１３ 18,600 18,200 21,500 21,100

１４ 21,000 20,600 24,000 23,500

１５ 23,000 22,600 27,500 27,000

１６ 25,000 24,500 31,000 30,400

１７ 29,000 28,500 36,000 35,300

１８ 30,000 29,400 41,500 40,700

１９ 32,000
(３歳児) 31,400

(４・５歳児) 30,200
44,000 43,200

２０
(３歳児) 33,000

(４・５歳児) 32,600

(３歳児) 32,400

(４・５歳児) 30,200
48,000 47,100

５ 市町村民税所得割額 12,100円以上24,200円未満

６ 市町村民税所得割額 24,200円以上36,400円未満

生活保護世帯等

２ 市町村民税非課税世帯

３ 市町村民税所得割非課税世帯

４ 市町村民税所得割額 １円以上12,100円未満

支給認定区分ごとの保育料

２号(３歳児以上) ３号(０～２歳児)階層 定　義

７ 市町村民税所得割額 36,400円以上48,600円未満

８ 市町村民税所得割額 48,600円以上57,700円未満

９ 市町村民税所得割額 57,700円以上65,800円未満

市町村民税所得割額 135,900円以上169,000円未満

１０ 市町村民税所得割額 65,800円以上74,400円未満

１１ 市町村民税所得割額 74,400円以上77,101円未満

市町村民税所得割額 77,101円以上84,700円未満

市町村民税所得割額 169,000円以上257,500円未満

市町村民税所得割額 257,500円以上301,000円未満

市町村民税所得割額 301,000円以上

市町村民税所得割額 84,700円以上97,000円未満

市町村民税所得割額 97,000円以上110,400円未満

市町村民税所得割額 110,400円以上123,100円未満

市町村民税所得割額 123,100円以上135,900円未満
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健康づくりだより

健康づくりだより
平成28年10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
（11月） 内容など

30日（水）
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

９日（水）
13：30～15：30

妊娠中の食事について
（栄養士）

中　央
芸　濃
香良洲
一　志

ところ
（保健センター名） とき（11月）

21日（月）９：30～11：30
24日（木）９：30～11：30
28日（月）９：30～11：30
15日（火）９：30～11：30

骨こつ健康相談
　おおむね20～64歳の人を対象に保健師・栄養士によ
る骨密度測定・相談を行います。　※なお、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　10月24日（月）から各保健センターへ

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24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　10月24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
（11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

９日（水）
13 ： 30～
15 ： 00

25日（金）
10 ： 00～
11 ： 30

久　居
河　芸
安　濃

美　杉

ところ
（保健センター名） とき（11月）

22日（火）９：30～11：00
21日（月）９：30～11：00
２日（水）９：30～11：00
２日（水）９：30～11：00
11日（金）９：30～11：00
16日（水）９：30～11：00

健康相談
　保健師による相談や血圧測定などを行います。
対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　10月24日（月）から各保健センターへ

美　杉
（太郎生多目的集会所）

美　杉
（伊勢地地域住民センター）

栄養士による栄養相談
対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　10月24日（月）から各保健センターへ

久　居
河　芸
安　濃

美　杉

ところ
（保健センター名） とき（11月）

22日（火）９：30～11：00
21日（月）９：30～11：00
２日（水）９：30～11：00
２日（水）９：30～11：00
11日（金）９：30～11：00
16日（水）９：30～11：00

美　杉
（太郎生多目的集会所）

美　杉
（伊勢地地域住民センター）
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健康づくりだより

　がんは、早期に発見し、早期に治療すれば、
90％以上が治る病気です。
　早期がんは初期症状がない場合が多いため、
自覚症状がない健康な今こそ、自分のため、大
切な人のためにがん検診を受けましょう！
◆乳がんにかかる人が増えています
　乳がんは、女性がかかるがんで最も多く、生涯
を通じて11人に１人がかかると言われています。
　しかし、乳がんは不治の病ではなく、早期に
見つけて、治療をすれば完治の可能性がぐっと
高くなります。早期発見のためには、月に１回
のセルフチェック(自己触診)と２年に１回のが
ん検診のダブルチェックが大切です。

◆精密検査が必要と判定されたら、必ず受けま
　しょう
　検診結果が「要精密検査」や「要受診」の場
合は、必ず医療機関で詳しい検査を受けましょ
う。がんでないことや他の病気が分かることも
あるので、怖がらずに受診しましょう。

健康な今こそ、がん検診を

　津市に住民登録がある下記に該当する人で、平
成28年４月以降にまだ接種していない人はかか
りつけ医に相談しましょう。
対象　次の全てを満たす人
●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
●下記の（１）または（２）に該当する人
（１）次の表の生年月日に当てはまる人

※上記の表に当てはまる人には、４月下旬に案内
　通知を郵送しました。なお転入や紛失等で通知
　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　平成29年３月31日(金)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」を医療機関に提出してください。
接種時の持ち物　健康手帳、予診票、健康保険証
　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)。

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生まれ
昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生まれ
昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生まれ
昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生まれ
昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生まれ
大正15年４月２日～昭和２年４月１日生まれ
大正10年４月２日～大正11年４月１日生まれ
大正５年４月２日～大正６年４月１日生まれ

年　齢 生年月日

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせ

視触診および
乳房超音波検査
（エコー）

検査内容
■市が行う乳がん検診

●乳房の変形や左右差がないか
●皮膚にえくぼやひきつれはないか
●発赤・ただれ・むくみはないか
●出血や異常な分泌液はないか

※対象者の年齢は、平成29年３月31日時点です。

対象者

視触診および
乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ）

30～39歳の女性と41～59
歳の奇数年齢の女性

40～60歳の偶数年齢の女
性と61歳以上で前年度に
津市乳房Ｘ線検査を受診
していない女性

セルフチェックのポイント

よくある質問
Ｑ　平成29年４月以降に受けたいのですが受
　けることはできますか。
Ａ　定期接種できるのは今年度限りです。
Ｑ　過去に自費(任意接種)で肺炎球菌ワクチン
　(23価)を受けました。今年度対象年齢となっ
　たのですが、定期接種で受けられますか。
Ａ　過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を受けた人
　は、定期接種の対象外となります。
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秋の火災予防運動特集

秋の火災予防運動特集
平成28年10月16日発行
消防本部消防安全課

　254－0354　　256－7755

枯れ草が燃えた火災の様子

建物火災の様子

　昨年の津市消防管内での火災件数は117件でした。その
内、たき火が原因のものが19件あり、建物に延焼した火災
もありました。刈り取った草などを屋外で焼却することは、
一部の例外を除いて禁止されていますので、適切に処分して
ください。
　また、例外により屋外で焼却する場合は、最寄りの消防署
に届け出を行い、いつでも消火できる状態で実施してくださ
い。なお、消防署への届け出は火災予防上のものであり、焼
却を許可するものではありません。

消しましょう その火その時 その場所で
平成28年度 全国統一防火標語

刈り取った草は適切に処分してください刈り取った草は適切に処分してください

住宅用火災警報器のお手入れを住宅用火災警報器のお手入れを

11月９日は119番の日11月９日は119番の日

　新築住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付
けられてから10年となります。
　住宅用火災警報器の多くは電池式のもので、電
池の寿命は約10年であることから、今後電池切
れになるものが多く発生することが予想されます。
　住宅用火災警報器は、火災の早期発見や逃げ遅
れによる死傷者を軽減するための重要な役割を
担っていますので、常に正常に作動するように、
定期的な点検およびお手入れを行い、異常があれ
ば交換してください。

▶点検方法…【点検ボタ
　ンを押す】または【点
　検ひもを引く】ことで
　警報音か音声が鳴れば
　正常です。
▶お手入れ…ホコリによ
　る誤作動防止のため清
　掃しましょう。
▶「電池切れ」や「機器本体の故障」…速やかに電池
　や機器本体を交換してください。

　11月９日(水)から15日(火)までの１週間、全国
一斉に秋の火災予防運動が実施されます。これか
ら空気が乾燥し火災が発生しやすくなる冬に備え
て、火災から尊い生命と貴重な財産を守るため、
火災予防の意識を高めましょう。
　火災予防運動期間中は、自治会や事業所、学校
などで、防火に関する講話や消火器の取り扱いな
どさまざまな訓練を行います。ぜひこれらの行事
に積極的に参加して、皆さん一人一人が防火につ
いて考え、火災を発生させない地域づくりに取り
組みましょう。
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秋の火災予防運動特集

ちびっこレスキュー体験 初期消火体験 防火服着装体験

指令センター消防音楽隊消防本部全景

一日消防署長
津市出身演歌歌手
結城さおりさん

問い合わせ　消防本部消防総務課　　254－0353　　256－7755

▶消防車両展示
▶防火服着装体験
▶ちびっこレスキュー体験
▶初期消火体験
▶ＡＥＤ体験
▶二人乗り電動ミニカー(消
　防車・救急車)運転体験
▶救助訓練風景見学
▶消防本部・消防署見学ツアー(防火衣室、仮眠
室、食堂、指令センター、消防音楽隊ミニコン
サートなど20人単位で見学)　※当日先着順で
受け付け、所要時間30分
※災害緊急対応などにより中止または内容を変更
する場合があります。

新 津市誕生10周年記念

消防・防災フェスティバル
11 5 13:00~16:00

津市消防本部・久居消防署
（受け付けが必要なものは15時30分に受け付け終了）

　会場周辺には駐車場がありませんので、公共交
通機関を利用してください。
●バスでお越しの場合
　久居駅西口から三重中央医療センター行きに乗
り、久居インターガーデンで降りてください。
(会場までは徒歩約７分)
●車でお越しの場合
　臨時駐車場を久居中央スポーツ公園内プール
(戸木町5252)前に設置します。臨時駐車場と
会場間に無料シャトルバスを
約15分間隔で運行します。臨
時駐車場始発は12時30分、
最終便は15時30分発です。

　市民の皆さんに防火・防災に対する意識を高
め、消防に対する理解と興味を深めてもらうた
め、今年も消防・防災フェスティバルを開催しま

す。実際に現場で活躍する消防車や救急車を間近
で見たり、防火服の試着や初期消火体験、ＡＥＤ
操作を体験したりしませんか。



折り込み紙

図書館たいむず

　毎年好評の人形劇。今年は｢人形劇団どむなら
ん｣による、仕掛けがいっぱいの楽しい人形劇を
開催します！親子や家族でそろってお楽しみくだ
さい。
と　き　11月26日(土)14時～15時
ところ　津図書館２階視聴覚室
内　容　
●演目｢いかりのギョーザ｣
　　｢火はいらん｣と、突然しゃべりだし、熱々の
　ギョーザを次々と焼き上げる謎のフライパン。
　火をつけないのにギョーザが焼ける秘密とは。
　フライパンがしゃべって動く、楽しいお話です。
●併演｢やどかりのボーヤ｣
　　自分にぴったりの家を探す旅に出たやどかり
　のボーヤ。砂浜を探しているとバケツが！これ
　はお家にできるかな？家探しに奮闘する子ども
　のやどかりのお話。
定　員　先着150人(小学生以下は保護者同伴、入
　場整理券が必要)
申し込み　10月28日(金)９時～同図書館１階カウ
　ンターで入場整理券を配布します。電話での申
　し込みはできません。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

　市民の皆さんの投票により、津市手づくり絵本
コンクールの受賞以外の作品の中から｢本に出会
えるまちで賞｣を決定します。実際に手にとって、
気に入った絵本を選んでください。なお、公平を
期すため投票は１人１回限りです。
と　き　10月29日(土)～11月２日(水)９時～16
　時(11月１日の休館日を除く)
ところ　津図書館２階視聴覚室
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

　久居ふるさと文学館のエレベーターは改修工事
のため、下記の期間、使用できません。工事期間
中は、工事音なども含め、ご不便をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
工事期間　11月16日(水)～12月26日(月)
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

　第７回津市手づくり絵本コンクールに応募され
た作品を全て展示します。独創的な手づくり絵本
を手にとってご覧ください。
と　き　10月29日(土)～11月６日(日)９時～16時
　(11月１日の休館日は除く。最終日は15時まで)
ところ　津図書館２階視聴覚室
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

平成28年10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 11月
November

2016月刊

●11月20日(日)…アニメ「かちかちやま、かもと
　りごんべえ、さるかにがっせん、うりこひめ」
　(計48分)
時　間　14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●人形劇大会(無料)●人形劇大会(無料)

●｢本に出会えるまちで賞｣の投票を●｢本に出会えるまちで賞｣の投票を

　図書館資料を有効活用するため、除籍した図
書・雑誌を無償でお譲りします。対象図書などが
なくなり次第終了します。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、取り置きなどはできません。
と　き　11月５日(土)９時～17時、６日(日)９時～16時

ところ　美里文化センター１階ロビー
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
冊　数　１人10冊以内
問い合わせ　美里図書館(　279-8122)

●リサイクルフェア●リサイクルフェア

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

　10月27日～11月９日は読書
週間。今年で70回を迎えた読
書週間の標語は｢いざ、読書｡｣
です。秋はじっくり本を読むの
に、ふさわしい季節。この機会
にじっくり本に親しんでみませんか。

●2016読書週間｢いざ、読書。」●2016読書週間｢いざ、読書。」

●久居ふるさと文学館
　エレベーター改修工事のお知らせ
●久居ふるさと文学館
　エレベーター改修工事のお知らせ

●津市手づくり絵本コンクール
　全応募作品展示
●津市手づくり絵本コンクール
　全応募作品展示
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図書館たいむず

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

どんぐり

フレンズ＊ポコ座

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

3日(木・祝)・17日(木)いずれも14時15分～

3日(木・祝)・10日(木)・17日(木)いずれも15時～

①5日②12日③19日④26日いずれも(土)15時～

2日・16日いずれも(水)15時～

5日・19日いずれも(土)15時～

９日(水)11時～

12日(土)15時～

14日(月)10時30分～

26日(土)15時～

5日(土)11時～

20日(日)11時～

12日・26日いずれも(土)11時～

16日(水)10時30分～

26日(土)14時～

3日(木・祝)・17日(木)いずれも11時～

12日(土)11時～

26日(土)15時～

4日(金)11時～　

5日(土)14時30分～

13日(日)11時～

11月のおはなし会など11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）

おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど)

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）

楽しいおはなしの時間スペシャル
（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)

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

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)

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、わらべ歌、手遊びなど）

とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、パネルシアターなど）

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）

小さい子向きおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

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

10日(木)15時～
※美里文化センター２階学習室で開催

27日(日)10時30分～
※美里総合支所１階会議室で開催

10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

11月 図書館カレンダー11月 図書館カレンダー は、休館日

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

美里図書館
(　279-8122)９時～17時

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)
河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時

日

6
13
20
27

水

2
9
16
23
30

木

3
10
17
24

金

4
11
18
25

土

5
12
19
26

月

7
14
21
28

火

1
8
15
22
29

日

6
13
20
27

水

2
9
16
23
30

木

3
10
17
24

金

4
11
18
25

土

5
12
19
26

月

7
14
21
28

火

1
8
15
22
29

津図書館
(　229-3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

2日(水)・9日(水)・16日(水)・23日(水・祝)・30日
(水)いずれも15時～
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