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北立誠小学校６年生が大野館長の出前講座を受講。観察と推理を通して古生代の生物・三葉虫の生態に迫る！（12月８日）表紙

オモシロ講義にくぎ付け！三重県総合博物館ＭｉｅＭｕの名物館長、大野照文先生

桜の下を駆け抜ける！1,000人のランナー大募集
2017龍王桜マラソン＆ウォーキング大会
児童の放課後をサポートします
放課後児童クラブ(学童保育所)

特集
P２
News
P２

News
P5

歴史散歩連載
P９

古代の化石三葉虫に

発見がいっぱい!



広報 つ！　平成29年１月16日号2

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266-2510　　266-25221
TSU NEWS 2017龍王桜マラソン＆ウォーキング大会 Vol.27

桜の下を駆け抜ける！1,000人のランナー大募集
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あの名曲をビッグバンドが生演奏

エリック・ミヤシロ ＥＭ  Ｂａｎｄ          　スペシャルコンサート㏌白山
問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

9:00~
錫杖湖周辺 (芸濃町河内 )4  9 日

対象・費用
　マラソン………10㎞　中学生以上　　　2,000円
　　　　　　　　３㎞　小学３年生以上　1,500円
　ウオーキング…約10㎞　小学３年生以上　500円
　　　　　　　　約５㎞　小学生以上　　　500円
定　員　先着1,000人程度
申し込み　スポーツ振興課、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、参加
費を添えて直接芸濃総合支所地域振興課窓口へ。
大会要項に添付されている振込用紙で、郵便局か
ら申し込むこともできます。スポーツエントリー
からのインターネット申し込みもご利用ください。

※申し込み受け付け後の参加費の返金・参加種目の
変更はできません。

申込期間　１月20日(金)～２月10日(金)

演奏曲(予定)
　ロッキーのテーマ／Birdland／September／
　明日に架ける橋　ほか
入場料
　一般…2,000円　25歳未満…1,000円
　※全席指定　
　※未就学児の入場はご遠慮ください。25歳未満の
　　人は年齢確認ができるものを持参してください。
チケット販売開始
　１月22日(日)10時～
チケット取り扱い所
　白山総合文化センター(　262-5893)
　津リージョンプラザ(　229-3300)
　県文化会館チケットカウンター
　エムズネット(県文化会館WEBチケットサービス)
　チケットぴあ(Ｐコード：318-038)

エリック・ミヤシロ EM Band

　ハワイ出身の日系３世トランぺッ
ト奏者エリック・ミヤシロをリー
ダーとして結成されたビッグバン
ド。ジャズ、J-POP、ロック、クラ
シックなどジャンルを問わないオー
ルマイティーなトッププレーヤー
たちで形成されている。メンバー
全員が自己のバンドリーダーとして活躍・演奏する音
楽は「ビッグバンドジャズ」という枠を超え、新しい
形の「ビッグバンドサウンド」として確立している。
今、日本で最も注目されているビッグバンドの１つで
ある。

13:30開場　14:00開演
白山総合文化センター しらさぎホール

3 12 日

エリック・ミヤシロ

スポーツエントリー│
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問い合わせ　商業振興労政課　　229-3169　　229-33353
TSU NEWS

　市内の和菓子・洋菓子が勢ぞろい♪

第７回スイーつフェスタ

昨年の久居フェスティバルオーケストラの様子

ヨガ講座の様子
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問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255-8812　　255-0960
ひさい音楽祭

1 29 13:00~
白山総合文化センター  しらさぎホール日
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TSU NEWS 女子Ｋ♡Ｉボートレース津

問い合わせ　競艇事業課　　224－5106　　224－9944

女子力UP講座で美を磨き、お得なプレゼントをGet！
こ　　　　い

ところ　いずれも津市モーターボート競走場
申し込み　Ｅメールで希望の講座名、講座時間、氏名、年齢、電話番号を
女子KOI事務局・㈱中日アド企画(　joshikoi@mix-de.com)へ

ヨガ講座

※講座の受講料は無料ですが、別途ボートレース津への入場料100円が必要となります。

講座名 と　き ところ 内　容 定　員

１月28日㈯
①10時30分～12時
②13時～14時30分

２階展示
スペース 各30人

30人２階展示
スペース

ボート
レース
津場内

１月29日㈰
14時ごろ～

１月29日㈰
10時30分～12時ゴルフセミナー

女子プロゴルファー
＆女子ボートレーサー
トークショー

申し込み
不要

女子プロゴルファーが、クラブの振り方や
練習方法などをアドバイス。当日の講座内
容や様子をＳＮＳで紹介した人に「ＳＯＬ
ＡＥ今治産フェイスタオル」を、さらに抽
選で３人にサイン入り色紙をプレゼント！

津市内のヨガ講座でも活躍しているＭＡ
ＲＩさんが初心者にも優しく指導。当日
の講座内容や様子をＳＮＳで紹介した人
に「ＳＯＬＡＥ今治産フェイスタオル」
をプレゼント！

女子プロゴルファーと女子ボートレー
サーによる「美」や「健康」に関する
トークショー

　市内を中心に活動する音楽団体が、日頃の練習成果を発表し
ます。出演者全員で合奏・合唱する「久居フェスティバルオー
ケストラ」では、観客の皆さんもぜひ合唱にご参加ください。
内　容
●久居西中学校吹奏楽部の演奏
●コーラス、ヴァイオリン、ギター、マンドリンなどの演奏

内　容
●津のスイーツ販売　
●詰め合わせセット販売(シュークリーム／桜餅)
●白山高校茶道部によるお茶席　●スイーつカフェ　
●スイーつスタンプラリー抽選会(25日)　※１月31日
(火)までスイーつスタンプラリー開催中！応募者に送
付するはがきを持参するとプレゼントがもらえます。
●夢のお菓子お絵描きコンテスト授賞式(26日)　
●和菓子作り体験教室(26日)

10:00~15:30
津市センターパレスホール (津センターパレス５階)2  25  　26土 日

対　象　２月26日(日)のスイーつフェスタ
で開催する授賞式に参加できる人
締め切り　１月31日(火)16時必着
※応募方法など詳しくは津市
　物産振興会スイーツ部会ホー
　ムページをご覧ください

夢のお菓子お絵描きコンテスト作品募集

優秀賞受賞作品
をプロの菓子職
人が再現して、
プレゼント！
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問い合わせ　選挙管理委員会事務局　　229－3236　　229－3338
白バラクイズ　

小・中学校への入学手続き

就学指定校の変更制度

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3332　　教委各教育事務所
４月に小・中学校へ入学する子どもの保護者の皆さんへ

　４月に市立小・中学校へ入学する児童・生徒の保
護者の皆さんに、１月20日(金)付けで入学通知書
を発送します。ただし、次のような場合は、教委
学校教育課または各教育事務所にご連絡ください。
●入学通知書が届かない
●入学通知書の記載事項に誤りがある
●就学指定校の変更許可を受けたい(下記参照)
●入学通知書を受け取った後、転居などで入学校
　が変更になる
　なお、国・私立の小・中学校に入学する場合は、
入学通知書に合格通知書の写しを添付して同課ま
たは各教育事務所に届け出てください。

　市立小・中学校に入学する場合、居住する住所
によって就学する学校(指定校)が決まっていま
す。しかし、事情により指定校の変更を希望する
ときは、右表の「指定校変更を申し立てできる事
由」に該当する場合に許可します。また指定校を
変更した場合、その兄弟姉妹も同一の学校へ就学
することができます。これらを希望するときは申
請してください。指定校変更の許可には申し立て
できる事由に加え、通学経路の安全が確保できる
ことが必要です。
　申し立てできる事由に応じて提出が必要な書類
がありますので、詳しくはお問い合わせください。

就学指定校変更のための許可基準

指定校変更を申し立てできる事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた
学校への就学を希望するとき

転居予定で、事前に転居予定先の
学校への就学を希望するとき

住居の建て替えなどのために、一
時的な居所から就学するとき

保護者がその就労などにより、昼
間、児童を保護することができな
いため、預かり先の祖父母などの
住所地の小学校への就学を希望す
るとき

教育委員会が指定校の変更を認め
ている区域内に住所地があるとき

身体的な事由、不登校の解消など
教育上の事由、または特別な事由
があるとき

住所地から指定校までの通学距離
が２㎞を超える場合において、通
学距離が短縮できる小学校への就
学を希望するとき　※転居・転入
の児童、新１年生に適用

学年末まで

原則として転居
予定日前６カ月
以内
原則として６カ
月以内

事由が消滅する
まで

卒業まで

事由が消滅する
まで。または教
育委員会が認め
る期間

卒業まで（変更
後の小学校区の
中学校への就学
もできます）

体の議会の解散による一般選挙は、解散の日か
ら　③　日以内に行うものとされています。
　選挙期日は、議会や行政になるべく　④　を
つくらないよう、一定の期間内に設定することが
選挙の種類ごとに　⑤　で定められています。
応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがきで、答え、住所、氏名、年齢、
　電話番号を記入し、選挙管理委員会事務局
　(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り　２月３日(金)消印有効
賞　品　正解者20人に進呈　※正解者多数の場
　合は抽選

　問題文の①～⑤にあてはまる適当な語句を下の
語句の中から選んでください。

問題文　
　選挙の投票日のことを正式には「選挙期日」と
いいます。
　任期満了や議会の解散などにより選挙が必要に
なった場合、まずこの　①　が決定されます。任
期満了による地方公共団体の議会議員の一般選挙
または長の選挙は、原則として、その任期満了日
の前　②　日以内に行うものとされ、地方公共団

ぜひ、ご応募ください

語　句　公職選挙法、選挙期日、空白、30、40
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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
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
どんぐりの家
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
とよの放課後児童クラブ
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

津

久居

河芸

芸濃
美里

安濃

香良洲

一志

白山

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★

★
★

★

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

255－2604
255－2006
253－3963
255－2502
255－7739
253－7714
252－2001
090－6589－3330
245－1128
245－1128
245－4168
261－6691
279－2000
268－5858
268－3639
080－1591－8978
292－3111
293－0405
293－6285
262－7313
261－2484
262－7870
090－3442-4930

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
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
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
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
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

放課後児童クラブ名 放課後児童クラブ名電話番号 電話番号地域 地域

　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を対象に、
放課後に安全で充実した生活を送ることができる
ようお手伝いをしています。市内の放課後児童ク
ラブは、保護者でつくる保護者会や社会福祉法人
などの民間が運営し、現在、次の一覧表のクラブ
があります。平日はもちろん、ほとんどのクラブ
が土曜日や夏休みなどの期間も利用できます。

　新年度から放課後児童クラブへの入所を
検討している保護者の皆さんは、各クラブ
に直接お問い合わせください。

　★印の付いた放課後児童クラブでは、児
童を保育する指導員を募集しています。詳
しくは、津市ホームページをご覧ください。

指導員
募集中！

平成29年度
からの入所
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行 っ て い ま
す。
　文化財は、
私たちみんな
の共有財産で
す。私たちに
は、これらの
貴重な文化財
を守り、かけがえのない先人の歴史を後世に伝え
る役割があります。日頃から地域ぐるみで文化財
の保護に努めましょう。

　68年前の昭和24年１月26日の朝、法隆寺の金
堂が火災に遭い、国宝の壁画の大半が焼失しまし
た。その後も、金閣寺などの貴重な文化財の焼損
が相次いだことから、昭和30年にこの日を文化
財防火デーと定め、全国的に文化財の防火運動を
展開しています。
　市内には、専修寺御影堂(一身田町)をはじめ、谷
川士清旧宅(八町三丁目)、白山比咩神社本殿(白
山町南出ほか)、八幡神社本殿(美杉町奥津)など
の貴重な文化財がたくさんあり、毎年、地域住民
の皆さんの参加・協力を得て、各地で防火訓練を

しら　やま　 ひ　　め　こと　すが

せん　じゅ　 じ　　み　 えい　どう　

昨年の専修寺での防火訓練

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229－3257
１月26日は文化財防火デー
貴重な文化財を火災から守りましょう

児童の放課後をサポートします



○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
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収税課
　229－3135　　229－3331

市民税・県民税の納付

資産税課
　229－3132　　229－3331

固定資産（償却資産）の申告

財産管理課
　229－3126　　229－3444

インターネットを利用した
市有地の売却

白山保健センター
　262－7294　　262－6520

健康づくり推進員による
元気づくり集会

お知らせ

募　　集

イベント

片田公民館
　・　237－1513

公民館教養セミナー
親子料理教室

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市文化振興基金助成制度

市営住宅課
　229－3190　　229－3213
久居分室
　255－8853　　255－5586

市営住宅・市営美杉住宅入居者

　第４期の納期限は１月31日
(火)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、来年度
から口座振替になります。

　事業を営んで
いる人は、１月
１日現在で所有
している事業の
用に供すること
ができる償却資産について、１
月31日(火)までに申告をしてく
ださい。
申告方法　資産税課または同課
久居分室、各総合支所市民福
祉課へ直接持参するか、郵送
で資産税課(〒514-8611 住所
不要)へ　※eLTAXでも提出
できます。また、申告用紙が
必要な場合はご連絡ください。

　利用していない市有地などの
公有財産を、インターネットを
利用して売却します。
　１月16日(月)13時～２月３日
(金)14時に、ヤフー官公庁オー
クション公有財産売却ページで
市有地売却に関する入札参加申
し込みを受け付けます。入札方
法など、詳しく
は津市ホームペ
－ジをご覧くだ
さい。

　ヨガで楽しく健康づ
くりをしましょう。
と　き　２月６日(月)
　10時～11時30分
ところ　白山保健福祉センター
２階
講　師　堀内富美子さん
定　員　先着50人
持ち物　ヨガマット(なければバス
タオルでも可)、運動しやすい服
装、水分補給用の飲み物、タオル
申し込み　電話で白山保健セン
ターへ
申込開始日　１月20日(金)

　津市の文化の向上に寄与し、
広く市民を対象とする事業に対
し助成を行います。
助成対象　４月１日～来年３月
31日に実施・完了する次のよ
うな事業
●芸術の鑑賞など文化に触れ合
う機会の提供
●文化活動の発表
●郷土・歴史の研究、文化情報
誌などの出版物の発行
●地域の文化を生かした交流・
まちづくり
●津市が特に文化振興に意義が
あると認める事業
※詳しくは応募要領を参照
助成金　対象経費３分の１以内
で、上限は20万円(希望額を満
たさない場合があります)
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人、または市内に活動拠
点を有する団体

申し込み　文化振興課または各
総合支所地域振興課にある申
込書に必要書類を添えて提出
※申込書などは津市ホームペー
ジからもダウンロードできます
申込期間　２月１日(水)～３月
３日(金)

　

　バレンタインと
ひな祭りの料理を
楽しもう。
と　き　２月５日(日)９時30分
～12時
ところ　片田公民館
内　容　デコレーション寿司、お
ぼろ昆布の吸い物、チョコバナ
ナケーキ
対　象　市内に在住・在学の小
学生と保護者(２人１組)
定　員　抽選８組(16人)
費　用　１組2,100円(材料費を
含む）　
持ち物　エプロン、バンダナ、
手拭きタオル、布巾２枚、筆
記用具、水分補給用の飲み物
申し込み　往復はがきで教室名、
住所、参加者２人の氏名(ふり
がな)、学校名、学年、電話番
号を片田公民館(〒514-0082 
片田井戸町17-２)へ
締め切り　１月26日(木)必着

　１月16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
居分室窓口へ提出してください。
申込期間　１月31日(火)～２月３
日(金)８時30分～17時15分　
※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。

エルタックス



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

RESTAURANT 津ぶっこで　　おいしいレシピ

check!
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作品の例

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

アロマな一日
室内でアロマテラピー

ポルタひさいふれあいセンター
　259－0377　　259－0388

ポルタひさいふれあいセンター
交流活動室使用団体

三重短期大学大学総務課
　232－2341　　232－9647

平成29年４月１日採用予定
三重短期大学専任教員

久居公民館
　・　256－3931

公民館地域力創造セミナー
久居公民館おもてなし講座
木目込み人形を作ってみよう！

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

第５回ノルディックウオー
キング競技会

　オリジナルアロマ作りに挑戦
して、香りで森林セラピー体験
しませんか。
と　き　２月12日(日)10時～15時
ところ　美杉総合文化センター
定　員　30人
費　用　2,000円
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ

申込期間　１月16日
　(月)～２月３日(金)

　恒例のノルディックウオーキ
ング競技会を今年も開催します。
今回は５回目の記念大会です。
と　き　３月12日(日)９時～
ところ　君ヶ野ダム湖畔コース
定　員　100人
費　用　1,500円
申し込み　電話で美杉総合支所

地域振興課へ
申込期間　１月30日(月)～２月
24日(金)

　公民館自
主講座の講
座生が指導
します。
と　き
　２月８日・15日・22日いずれも
水曜日13時30分～16時(全３回)
ところ　久居公民館２階大会議室
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　抽選15人
費　用　2,500円(材料費)
申し込み　返信用はがきを持参し
直接窓口または往復はがきで、
講座名、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を久居公民館
(〒514-1125 久居元町2354)へ
締め切り　１月26日(木)必着

　平成29年度に交流活動室を会
議などで使用する団体を募集し
ます。
対　象　市内に在住の人で構成
し、非営利目的で市内を拠点と
して継続的に活動している団体
使用料　無料
申し込み　所定の申請書に必要
事項を記入し、直接ポルタひ
さいふれあいセンター窓口へ
申込期間　２月１日(水)～28日
(火)８時30分～21時(土・日曜
日、祝・休日は18時まで)

専門分野　食物栄養学
採用職　助教
応募資格　管理栄養士の資格お
よび修士以上の学位を有する人
定　員　１人
申込期限　１月30日(月)17時

作り方
①鶏肉、キャベツ、ニンジン、ジャガイモ、
タマネギ、シイタケを１口大に切る。
②油をひいた鍋に①を入れ、炒めて塩、こ
しょうをする。
③火を止めた鍋に溶かしたバターと薄力粉を
振り入れて②と混ぜる。
④全体に薄力粉がなじんだら牛乳とだし汁を
加え、軽くかき混ぜる。
⑤火を再びつけ、とろみがつくまで混ぜる。
煮立ってきてとろみがついたら伊勢茶粉末を
入れ、弱火にして煮込む。
⑥しばらく煮込んだら、塩こしょうで味を調
える。
⑦器に入れ、真ん中にチーズを添える。

材料（１人分 397kcal）
　鶏モモ肉…45g　
　キャベツ…20g
　ニンジン…15g
　ジャガイモ…30g
　タマネギ…25g
　シイタケ…２g
　バター…小さじ１
　チーズ…５g
　サラダ油…小さじ２
　伊勢茶粉末…小さじ1.5
　牛乳…100cc
　だし汁…120cc
　薄力粉…大さじ１
　塩、こしょう…適宜

グリーンシチュー

久居農林
高校

生活デザイン科
の生徒が考案

津ぶっこ13品目をはじめ、津市産品の魅力を
紹介するホームページを公開中！



2月の開催日程2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

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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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。

2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（３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

２月中は音響改修工事のためアリーナ使用不可

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

８日㈬、16日㈭、21日㈫、27日㈪
10日㈮、14日㈫、20日㈪
10日㈮、14日㈫、20日㈪
２日㈭、８日㈬、13日㈪、16日㈭、21日㈫、24日㈮、27日㈪
２日㈭、13日㈪、24日㈮

19日㈰から毎日（大会などで一般公開を中止する場合が
あります） ※18日㈯まで音響改修工事のため使用不可

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫

14日㈫
17日㈮

６日㈪

11日（土・祝）、19日㈰、25日㈯

13日㈪
27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）

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。

2月 28272625242322212019181716151413121110987654321
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

本場

場外

昼

夜

スタンド

津インクル

GⅠ四国地区
選手権（鳴門）

GⅡLA
（宮島）
津PR
第６戦

津PR
第６戦

GⅡLA
（宮島）
GⅢ
戸田

GⅠ東海地区選手権（津）

GⅠ九州地区選手権（福岡）

GⅠ浜名湖周年 児島 宮島 江戸川 GⅠ東海地区選手権（津） 平和島GⅠ中国地区選手権（徳山）

多摩川

GⅢ尼崎♡

大村

GⅠ浜名湖周年

常滑 常滑 戸田 GⅠ近畿地区選手権（三国）

GⅢ尼崎♡ GⅢ多摩川♡

平和島

GⅠ九州地区選手権（福岡） 児島 常滑

児島 宮島 GⅠ四国地区選手権（鳴門） 浜名湖

江戸川 浜名湖 鳴門 尼崎 常滑 江戸川

唐津 唐津 唐津芦屋 徳山 徳山

蒲郡

桐生

蒲郡

桐生

若松 GⅠ関東地区選手権（桐生） 住之江 蒲郡

住之江 丸亀 若松 蒲郡 丸亀 桐生

休
　
館
　
日

休
　
館
　
日
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木造薬師如来坐像

503

延命寺

川合
高岡

市一志
庁舎白山消防署

一志分署一志中

とことめの里
一志

一志西小

一志体育館

近鉄大阪線

43

15

JR
名松
線

波瀬川

一志

N

かんふた

み

いち　まん　　ど　はらい

　一志町井関、波瀬川の近くにある延命寺。その
創設は、かつてこの地域を支配した北畠氏が関係
したとされていますが、定かな記録はありませ
ん。「一志町史」によると、この寺に安置されて
いる津市指定文化財の木造薬師如来坐像は、北畠
氏滅亡後に多気からこの地に移され、これを祭る
ために常楽寺という寺院が建設されたといわれて
います。その後、江戸時代の安政４(1857)年
に、常楽寺と近隣にあった延命寺が合併し、天福
山延命寺となり、現在に至ります。
　延命寺境内には、本堂の左手に薬師堂があり、
ここに木造薬師如来坐像が安置されています。像
高は108.4㎝で、量感豊かな体躯に奥行きのある
頭部を表し、後世の修理が全体に及んではいるも
のの、頭部から両肩、左腕などは平安時代の特徴
を色濃く残しています。
　そして、その薬師堂の前には、三重県指定文化
財の石棺があります。この石棺は、200年ほど前
に近隣の民家の敷地から掘り出され、延命寺境内
に運び込まれた
と伝えられてい
ます。石棺の全
長は約210㎝、
幅約100㎝、高
さ約45㎝で、
蓋は屋根形、棺
身は箱形となっ
ていて、家形石
棺の部類にあた
ります。
　蓋・棺身とも
に、地元で産出
する砂岩の井関

石をくり抜いて成形されており、井関石は加工し
やすいことから、古くから周辺の常夜灯や民家の
土台などに利用されていました。このほか境内に
は、石碑の台座に転用した同様の石棺の蓋がある
ことから、複数の石棺があったと考えられています。
　古墳時代にこのような石棺に葬られた人物は、
この地域を治めていた者であったと考えられま
す。三重県内で、このようなくり抜き型の家形石
棺が現存する例は少なく、一志地域の歴史を物語
る貴重な資料といえます。

延命寺の文化財

延命寺の石棺
たい　 く



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

12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・・・・・・・・・・

5件（98件）
3件（28件）

1,308件（13,394件）
758件（8,820件）

1人（16人）
124人（1,124人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,139世帯
（前月比23世帯増）

281,882人
（前月比71人減）

136,835人
145,047人

市民の動き
11月分

（平成28年累計）

悲しい数字
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イベントの様子

お知らせ

イベント

募　　集
林業退職金共済制度
　林退共制度の加入者で、退職
金をまだ受け取っていない人を
探しています。過去に林業の仕
事をしていて、共済制度に加入
していたかどうか分からない人
についても調べますので、お問
い合わせください。詳しくは林
業退職金共済事業本部のホーム
ページをご覧ください。
　同事業本部(　03－6731－2887)

津市民文化祭参加事業文化講演会
三重大学シリーズ？「発見塾」
　１月28日(土)13時30分～15時
　河芸公民館大ホール　　弓場
徹さん(三重大学教育学部教授)
による講演「YUBAメソッド：
カラオケ達人への道～歌謡
ショー＆オープンレッスン」
　津文化協会担当(　090－1236－
1144)

津人教ネットワーク研修会
市民とつくる人権ネットワークの集い
　１月28日(土)13時15分～16
時30分　　美里文化センター　
　パネルディスカッション「新
たなる10年に向けて～差別の現
実からともに学ぶ～」と久居支
部・津支部の取り組み報告
　津市人権・同和教育研究協議
会事務局(　265－5547)

津文学研究会２月定例会
　２月４日(土)13時～16時　　
津図書館２階研究会議室　　定
例創作合評会
　三重文学協会事
務局(　234－1484)

第８回豊が丘新春作品展
　１月27日(金)～29日(日)10時
～16時　　豊が丘自治会集会所
１階ホール(豊が丘二丁目)　　
豊が丘地区にお住まいの皆さん
による水墨画、ちぎり絵、写真、
生け花などの作品展示
　豊が丘地区体育文化振興会(　
230－1607)

福祉・介護の就職フェア
　２月12日(日)13時～15時30分
　県文化会館２階第１・２ギャラ
リー(県総合文化センター内)　　
福祉・介護の職場に就職を希望す
る人、関心のある人　※託児希望
者は２月７日(火)までに要予約
　三重県福祉人材センター(　
227－5160)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　１月26日(木)19時～21時、
29日(日)14時～16時30分、２
月23日(木)19時～21時　　アス
ト津３階ミーティングルームＢ
　不登校で悩んでいる保護者を
中心とした集まり　※誰でも参
加できます　　100円
　同会担当(　090－4185－1514)

夢の手づくり市
　１月22日、２月19日、３月26
日いずれも日曜日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)

津市ファミリーバドミントン大会
　２月26日(日)８時30分～16時
　津市体育館　　　48チーム
※１チーム３～６人(監督と選手
兼任可)　　１チーム2,000円
　１月23日(月)～２月13日(月)
に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、直接窓口またはファ
クスで津市スポーツ推進委員会
事務局(スポーツ
振興課内、　229－
3247)へ
　同事務局(　229－
3254)

津市民スポーツ健康教室
リラクゼーションストレッチ
　２月20日(月)①９時30分～10
時30分②10時45分～11時45分
　海浜公園内陸上競技場会議室
　市内に在住・在勤・在学の人
　　各20人　　500円
　１月20日(金)～２月10日(金)
に所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接、津市体育館窓口
(　225－3171)へ
　津市スポーツ協会(　273－5522)

津市民スポーツ健康教室
軟式野球教室
　３月５日(日)９時30分～12時
30分　　北部運動広場　　市内
に在住の小学生(経験不問)　　
　50人　　500円
　１月20日(金)～２月17日(金)
に所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接、津市体育館窓口
(　225－3171)へ
　三重県軟式野球連盟津支部担
当(　090－7024－5534)
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とき（２月） ところ

10日㈮
９時～12時

市河芸庁舎１階
相談室１

13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

久居総合福祉会館北館２階
会議室

７日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

20日㈪
13時～16時

県営住宅の所在地 指定管理者

【北勢ブロック】
桑名市、川越町、四日
市市、鈴鹿市、亀山市

鈴鹿亀山不動産事業協同
組合（〒510－0253　鈴鹿市
寺家町1085－1、Ｔ059－373－
6802）

【中勢伊賀ブロック】
津市、伊賀市、名張市

【南勢・東紀州ブロック】
松阪市、伊勢市、鳥羽
市、尾鷲市、熊野市、
御浜町

伊賀南部不動産事業協同
組合（〒514－0008 津市上
浜町一丁目5－1　エトアー
ル津102、Ｔ221－6171）

三重県南勢地区管理事業
共同体（〒514－0008　津市
上浜町一丁目5－1　エトアー
ル津102、Ｔ222－6400）

コース・とき
火曜日（10時～）
火曜日（14時～）
水曜日（10時～）
水曜日（14時～）
木曜日（10時～）
木曜日（14時～）
金曜日（10時～）
金曜日（14時～）

１月31日、２月７日・14日・
21日・28日、３月７日

２月１日・８日・15日・22日、
３月１日・８日

２月２日・９日・16日・23日、
３月２日・９日

２月３日・10日・17日・24日、
３月３日・10日

健　　康

無料相談

とき（２月） ところ
１日㈬
９時30分～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

２日㈭
９時30分～11時30分

白山市民会館１階
教養娯楽室

６日㈪
９時30分～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

16日㈭
13時～16時（受け付
けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

津市シルバー人材センター
入会説明会
　２月８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)

津少年鑑別所施設見学会
　２月18日(土)13時30分～15時
30分　　津少年鑑別所(南新町)
　施設見学や説明　　　20人
　１月23日(月)から住所、氏名、年
齢、電話番号を同鑑別所(　228－
3556)へ　※平日９時～16時

県営住宅入居者(１月定期募集)
　１月31日(火)までに三重県各
建設事務所または県営住宅指定
管理者にある申込用紙に必要事
項を記入し、郵送で各指定管理
者へ　※消印有効

※詳しくは各指定管理者へお問
い合わせいただくか、三重県ホー
ムページをご覧ください。

相続に関する市民公開講座
　２月18日(土)13時30分～16時
　県文化会館小ホール(県総合文
化センター内)　　三遊亭白鳥さ
んによる講座「落語で学ぶ相続・
遺言」と、司法書士による講座
「相続登記のすすめ」　　　200
人　※同日10時～16時に県生涯
学習センター大会議室(県総合文
化センター内)で相続に関する無
料相談会(予約不要)を開催
　１月16日(月)～２月８日(水)に
三重県司法書士会(　224－5171)へ
※申込期間終了後、当落通知を郵送

健康ボウリング教室

　ラウンドワン津高茶屋店(高茶
屋小森町)　　健康についての講
義とボウリング教室(全６回)　　
各コース42人　　2,000円(６回分)
　直接窓口または電話、ファクス
で津高茶屋店担当(　070－1272－
5651、　238－0015)へ

認知症予防教室
　２月10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　　クラ
フトお雛様作り　　市内に在住
の60歳以上　　　30人
　１月27日(金)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

税理士による2017税制相談会
(予約優先)
　２月４日(土)13時～17時　　
サン・ワーク津　　税金や確定
申告についての相談

　２月１日(水)までに暮らしほっ
とステーション津(　224－6511)
へ　※当日の受け付けも可(16時
30分まで)

法的な困りごとは法テラスへ
　毎週月～金曜日９時～21時、土
曜日９時～17時(祝・休日、年末
年始を除く)　　法的トラブルの
解決に役立つ法制度や相談窓口
の情報提供
　法テラスサポートダイヤル(法的
トラブル…　0570－078374、犯
罪被害者相談…　0570－079714)

２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)

ひな
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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。

広告

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.10 キャベツ～

こ  の    ま  ちこ  の    ま  ちこ  の    ま  ち こ
れ
か
ら
も

農
業
を
続
け
て

地
域
の
自
然
を

守
っ
て
い
き
た
い

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「いちご」

　20品種ものキャベツを40haの広大な畑で栽培し、その数は100万株を超える。土づくりや植え付け方法、化学
肥料を極力減らすことにこだわった品質と、安定した供給に、県内外の業者からの信頼は厚い。農業がやりたい
との思いから勤めていた会社を退職し、１人で一から始めた中谷さん。後継者がいなくなった農地を引き受ける
ことで年々耕作面積が増え、法人化に踏み切った。現在は従業員17人、20代・30代の若者も活躍している。「地
域の自然を守るため、自分たちの住むまちを守るために農業を続けていきたい」という信念のもと、農業を経済
活動として成り立たせ、後継者を育てて次代へつなげることを目指す。「これからも、あくまで１次産業としての農
業にこだわっていきたい」と力強く語ってくれた。

中谷 秀央さん(後列中央)土夢パワーファーム
な か 　 た に 　   ひ で 　  おど  む



折り込み紙

催し物のご案内

劇団カラーズ
　090-9925-6375(高木)

13:00

14:00
18:30

第52回清泉幼稚園学芸祭

伴 剛一作品個展演奏会

第２回ちとせの杜音楽会

津中日文化センターダンス発表会

前売り 1,000円
当日　 1,500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

17

18

19

26

金

土

日

日

10:00

14:00

14:00

11:00

15:00

16:00

16:00

16:00

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

無  料

1,000円

無  料

無　料
  (要整理券）

無　料
  (要整理券）

■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

ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき12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29年１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12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29年１月16日発行～

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

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

237-3388(若林)

市教委生涯学習課
　229-3251

無　料

無　料

前売り一般 2,000円
  高校生以下 1,000円
当日   一般 2,200円
  高校生以下 1,200円

月

2017

2

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

若者応援就活フェア in 津8

25

水

土

16:00

16:00
20:30

無　料

1,000円

■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

第７回フォトフレンドTsu写真展

谷川ことすが 書道コンクール

8日(水)～12日(日)
9:00～17:00
(8日は13:00から、
12日は16:00まで）

24日(金)～26日(日)
9:00～17:00
(26日は15:00まで）

9:15音楽会25 土 11:30 無　料

清泉幼稚園
　228-5341

080-5113-1649(内海)

津文化協会
　225-8878(川合)
津中日文化センター
　225-8411

おしごと広場みえ 三重県労働
福祉協会　　222-3309(岸田)

津リージョンプラザ
　229-3300

13:30

12:30

三重県警察音楽隊 定期演奏会

津市民文化祭 音楽部門「器楽音楽」

11

26

土

日

15:30

17:00 無　料

白山総合文化センター
　262-5893

さくら保育園
　245-1163　

13:00津城復元資金造成ライブ2017 一打伝心Ⅲ11 土 16:00 津城復元の会
　090-3933-6061(西田)

14:00平成28年度津市人権講演会18 土 16:00 市美杉人権センター
　272-8096

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール　　268-5811
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

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

劇団カラーズ 第21回公演
シェイクスピア作「十二夜」



折り込み紙

催し物のご案内

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|HP 検索

イベント情報イベント情報
●津市民文化祭　音楽部門●

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

津リージョンプラザ内施設改修工事のお知らせ

　市内で活動する児童、混声、女声合唱団体の
皆さんが日頃の活動の成果を披露します。
と　き　３月５日(日)10時～(９時30分開場)
ところ　白山総合文化センターしらさぎホール
入場料　無料

◆合唱音楽◆◆合唱音楽◆

　市内で活動する箏や尺八などを演奏する音楽
団体の皆さんが日頃の活動の成果を披露します。
と　き　３月12日(日)13時～(12時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　無料

◆三曲◆◆三曲◆

　市内や近郊で活動するアマチュアバンドが日
頃の活動の成果を披露します。今回、ビートル
ズ・トリビュートバンド「THE BEATRIPS」
をゲストバンドに迎えます。
と　き　３月18日(土)18時～(17時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　前売り1,000円　当日1,300円

　津リージョンプラザでは、施設をより安全に快適に利用していただくため、２月１日
(水)から３月10日(金)まで館内中央エレベーターの改修工事を行います。工事期間中、
エレベーターは利用できません。また、お城ホールは、舞台音響設備等の改修工事のた
め、２月１日(水)から14日(火)まで休館します。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。なお、生活文化情報センター(展示室)、ギャラリーおよび会
議施設などは、通常どおり使用できます。

◆軽音楽◆◆軽音楽◆

こと



折り込み紙

市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

平成29年１月16日発行
市民税課

　229-3130　　229-3331

　三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場
で、申告相談会を開催します。
　申告会場では、税務署職員や市職員がアドバ

イスしながら、会場備え
付けのパソコンで申告書
の作成をお願いしていま
す。なお、出張会場によ
っては自身による手書き
での作成をお願いする場
合があります。

　出張会場では次の申告は受け付けできません。
三重県教育文化会館会場へお越しください。
●青色申告
●損失申告
●株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物
　取引に係る雑所得のある申告
●初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
●亡くなった人の申告
●外国籍の人の申告
●外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
●個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の
　申告
●特定支出控除の適用を受ける申告
●相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の
　申告

●駐車場が少なく混雑が予
　想されますので、公共交
　通機関をご利用ください。
●会場の混雑状況によって
　は、受け付けを早めに終
　了する場合があります。

●会場ごとに受付時間が異なります。
●混雑状況によっては、午前中に受け付けをして
　も、申告・相談が午後になる場合があります。
●久居公民館会場は、駐車場が少なく混雑が予想
　されますので、公共交通機関をご利用ください。
●マイナンバー(個人番号)については本人確認書
　類の写しの添付が必要です。

●マイナンバー(個人番号)の番号確認ができるも
　のと身元確認および代理権の確認ができるもの
　→最終ページの社会保障・税番号制度(マイナ
　ンバー制度)の導入についてをご覧ください
●印鑑(認め印)
●給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書
　など収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
●営業、農業、不動産等の収支内訳書(自身で作
　成したもの)
●各種控除証明書(生命保険・地震保険の控除証
　明書など)
●各種保険料納付済通知書(国民健康保険、介護
　保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料
　納付証明書、任意継続保険料領収証など)

●寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領
　証など
●平成28年中の医療費領収証(必ず事前に支払っ
　た医療費の合計と補てんされた金額の合計を
　集計しておいてください)、おむつ証明書・ス
　トマ用装具使用証明書など医療費控除に必要
　な各種証明書など
●所得税等が還付になる人は、申告者名義の口
　座番号が分かるもの
●昨年までにe-Tax(電子申告)を利用して申告し
　た人は、利用者識別番号通知書と暗証番号の
　分かるもの(市民税・県民税の申告の場合は不
　要)
※申告内容によっては、他に書類が必要になる
　ことがあります。

申告に必要な主なもの

三重県教育文化会館 

２月16日■～３月15日■　
本館５階(桜橋二丁目142)

出張会場(市内24カ所)
次ページカレンダーのとおり

９:00～17:00(受け付けは16：00まで)
※ただし、２月19日■・26日■は開設

９:00～12:00(受け付けは11:30まで)
13:00～16:00

午前の部
午後の部

申告会場は昨年と同じです！申告会場は昨年と同じです！

市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告
市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

〒
三重県社会福祉会館

津税務署

至鈴鹿市

至松阪市

水

日 日

木

会場によって受け付けできる申告が異なります

(土・日曜日は除く)
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

※カレンダー内に開設時間の記載があるものは、上記の時間と異なります。
※会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
※申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出の 
　み受け付けます。申告の相談は、カレンダー内の各申告会場で行ってください。

申告会場の開設日時

日　　　　　　　月　　　　　　　火　　　　　　　水　　　　　　　木　　　　　　　金　　　　　　　土
1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4

5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　  10　　　　　　  11

12　　　　　　 13　　　　　　 14　　　　　　 15　　　　　　 16　　　　　　 17　　　　　　18

19　　　　　　 20　　　　　　 21　　　　　　 22　　　　　　 23　　　　　　 24　　　　　　 25

26　　　　　　 27　　　　　　 28　　　　　　 

２月

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

３月

午前

午後

日　　　　　　　月　　　　　　　火　　　　　　　水　　　　　　　木　　　　　　　金　　　　　　　土
1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4

5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　  10　　　　　　  11

12　　　　　　 13　　　　　　 14　　　　　　 15　　　　　　 16　　　　　　 17　　　　　　18

午前 9:00～12:00(受け付けは11:30まで) 午後 13:00～16:00
三重県教育文化会館のみ 9:00～17:00(受け付けは16:00まで)

戸木公民館

下之川地域
住民センター
9：00～11：30

八幡地域
住民センター
9：00～11：30

伊勢地地域
住民センター
9：00～11：30 北部

市民センター

高茶屋
市民センター

西部
市民センター

竹原地域
住民センター
13：30～16：00

多気地域
住民センター
13：30～16：00

太郎生
多目的集会所
13：30～16：00

サン
デルタ
香良洲

美杉
総合文化
センター

一志
高岡
公民館

一志
高岡
公民館

三重県
教育文
化会館

三重県教育
文化会館

三重県教育
文化会館

三重県教育
文化会館

三重県教育
文化会館

市本庁舎２階
会議室

※ 市民税・県民
税の申告のみ
受け付け

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

三重県
教育文
化会館

市美里
庁舎

市芸濃
庁舎

久居
公民館

久居
公民館

市河芸
庁舎市河芸

庁舎

白山
公民館

白山
公民館

久居
公民館

久居
公民館

市芸濃
庁舎 安濃中

公民館

安濃中
公民館

桃園情報
センター

三重県
教育文
化会館

稲葉公民館 栗葉出張所

　原農民研修所
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

●家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上
●床面積の２分の１以上が専ら自己の居住用
●平成28年分の合計所得金額が3,000万円以下
●金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を
　利用
※詳しくは津税務署(　228-3131)へお問い合わ 
　せください。

　公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要
な人を対象に、確定申告の説明会を開催します。
詳しくは、津税務署(　228-3131)へお問い合わ
せください。

　平成29年１月１日に居住していた市区町村で申
告してください。また、確定申告をすれば市民
税・県民税の申告は不要です。
　昨年度、市民税・県民税の申告をした人などに
は１月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送
でも提出できますので、必要事項を記入し、同封
の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送して
ください。その際、所得や控除の証明となる資料
を必ず同封してください。
※申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は
　申告してください。

　インターネットに接続できるパソコンがある人
は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」で確定申告書を自宅で簡単に作成できます。作
成した申告書に必要な証明書などを添付して、津税
務署の窓口に直接持参または郵送するか、e-Tax
(電子申請)を利用して提出してください。

　税務相談などに関する問い合わせで津税
務署(　228-3131)へ電話いただくと、自動音
声で案内しています。相談内容に応じて該当す
る番号を選択してください。

と　き　２月14日(火)・15日(水)
　９時30分～11時30分、13時30分～15時30分
ところ　三重県教育文化会館本館５階
対　象　住宅を取得するなどし、平成28年中に入
　居した給与所得者で、次に該当する人
●住宅取得後６カ月以内に入居し、平成28年末ま
　で引き続き居住

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以
下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所
得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得
税等の確定申告書を提出する必要はありませ
ん。この場合でも、所得税等が還付になる人
は、確定申告書が提出できます。確定申告書を
提出しない場合は、市民税・県民税の申告をし
てください。
　また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載さ
れている控除内容に変更や追加がある場合(扶
養控除の増減、国民健康保険料や国民年金など
の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控
除などの追加)は、市民税・県民税の申告をし
なければ税額計算に算入されないので、それら
の控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告
が必要です。
※ただし、外国の法令に基づく公的年金などを
　受け取る場合や他の人と重複して扶養してい
　る人の扶養を取り消す場合などは、確定申告
　が必要になる場合があります。

とき（２月）
９：30～11：30、13：30～15：30 ところ
６日㈪
７日㈫
８日㈬・９日㈭

10日㈮・13日㈪・14日㈫・15日㈬

白山公民館
久居公民館
市河芸庁舎
三重県教育文化会館
本館5階

見本(表)　　　　 見本(裏)見本(表)　　　　 見本(裏)

※久居公民館・三重県教育文化会館は駐車場が少ないため、公共交通機
　関をご利用ください。

平成29年度分 市民税・県民税申告書

年金受給者のための
所得税等確定申告説明会

市民税・県民税の申告

所得税等の確定申告

住宅を取得等した人のための
所得税等確定申告説明会

公的年金等の収入金額が
400万円以下の人の申告

昨年から給与・年金所得のみの申告
用に「給与・年金画面」ができまし
た。初めての人でもとても操作がし
やすい画面になっています。
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市民税・県民税の申告
所得税等の確定申告

※三重県教育文化会館以外の出張会場で確定申告を行う場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。
※マイナンバーは通知カードでお知らせしていますが、不在などの理由で受け取れなかった人は、市
　民課マイナンバー担当(　229-3198)へお問い合わせください。
【本人確認(番号確認および身元確認)を行うときに使用する書類の例】
例①　マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
例②　通知カード(番号確認)＋運転免許証、健康保険の被保険者証(身元確認)　など
(注)控除対象配偶者および扶養親族の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料･介
護保険料･後期高齢者医療保険料の算定･軽減判定などに必要なため、平成28
年中の所得がなくても市民税･県民税の申告をすることをお勧めします。

この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するため
の目安ですので、当てはまらない場合があります。

申告は不要です

申告は不要です

申告は不要です

確認してみましょう！ 私は申告が

平成28年中に収入が
ありましたか？

ない

ない

ない

家族の人の税法上の扶養親族
（16歳未満を含む）ですか？

公的年金等の源泉
徴収票に記載され
ている控除内容に
変更や追加があり
ますか？

年末調整を受けて
おり、その内容に
変更や追加はあり
ますか？

所得税等の還付を受ける人は確定申
告が必要です。それ以外の人は市民
税・県民税の申告をしてください。

所得税等の額が増える人や還付を受
ける人は確定申告が必要です。それ
以外の人は市民税・県民税の申告を
してください。

原則、確定申告が必要です

市民税・県民税の申告をしてく
ださい

ある、または
年末調整を
受けていない

収入の内容は？

① 公的年金収入のみで、
　 その合計が400万円
　 以下
② １カ所からの給与収
　 入のみ
③ ①･②以外

次のA～Dのいずれかに該当しますか？
■１カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以
　外の所得金額の合計が20万円を超える
■２カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額
　と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が
　20万円を超える
■公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年
　金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
■上記■～■以外の人で、平成28年１年間の所得の合計が、
　所得控除額の合計を超える

A

B

C

D A C

①

②

③

　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続きの効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会
保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。
　平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与
税、市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の２つが必要です。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入について

マイナンバー(12桁)の記載
本人確認書類の提示または写しの添付
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健康づくりだより

健康づくりだより
平成29年１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

大切な命のために
がん検診を受けましょう

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　１月23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》

一　志

芸　濃
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
（２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

28日（火）
10 ： 00～
11 ： 30

17日（金）
10 ： 00～
11 ： 30

中　央
香良洲
一　志
白　山

ところ（保健センター名） とき（２月）
13日（月）13：30～15：00
３日（金）13：30～15：00
17日（金）９：30～11：00
21日（火）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　１月23日（月）から各保健センターへ

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　１月23日（月）から各保健センターへ

中　央
香良洲
一　志
白　山

ところ（保健センター名） とき（２月）
13日（月）13：30～15：00
３日（金）13：30～15：00
17日（金）９：30～11：00
21日（火）９：30～11：00 　　　がん検診・39歳以下の健康診査の受診

　　　はお済みですか？
　がんは、日本人の２人に１人がかかる病気で
す。初期は、症状がない場合が多いので、「健康
だから大丈夫」、「忙しい」、「面倒」と思わずに、
健康な今こそ、がん検診を受けましょう。
　今年度のがん検診・39歳以下の健康診査は３
月までですので、まだ受けていない人は早めに
お申し込みください。詳しくは、広報津11月16日
号折り込みの健康づくりだよりをご覧ください。
　　　子宮頸がん・乳がん(Ｘ線)の無料クーポン
　　　券が届いた皆さんへ
　今年度に限り、対象となるがん検診が無料で受
けられます。クーポン券は６月下旬に送付済みで
すので、早めのご利用をお勧めします。詳しくは、
健康づくり課または各保健センターへお問い合わ
せください。

けい

マタニティー倶楽部
　妊婦とその家族を対象に、元気に妊娠・出産・育
児のできる身体づくりを助産師が指導します。
と　き　２月15日(水)10時～12時
ところ　久居保健センター
申し込み　前日までに同保健センターへ

精神科医師によるこころの健康相談
　不眠、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　２月16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　１月23日（月）から同保健センターへ
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健康づくりだより

休日診療している市内の医療機関

診療時間外に受診するときは
　三重県救急医療情報センターでは、24時間
受診可能な医療機関を案内しています。
ホームページ　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
携帯サイト　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
自動案内（音声・ファクス）　　0800－100－1199
電話案内　　256－1199

　予約が必要な場合や都合により休診となる場合
がありますので、必ず事前に医療機関に確認の
上、受診してください。

※この情報は津地区医師会、久居一志地区医師会、
　津歯科医師会の会員で、掲載に同意いただいた
　医療機関のみ記載しています。

診療科目 医療機関名

二神クリニック

東海眼科

９時～12時
16時～19時

９時～11時30分
13時～14時30分

９時～12時30分
15時～18時30分
８時～12時
16時～18時30分
９時～11時30分
15時～17時30分

９時～13時
14時～17時

９時～12時

９時～12時30分

９時～11時

９時30分～13時

９時～12時

８時45分～12時

８時45分～11時30分

９時～12時

９時～12時45分

９時～12時30分

９時～11時30分

内科
循環器内科

歯　科

内科など

小児科

整形外科

歯　科

内科など

眼　科

あい歯科クリニック

おおさわ歯科矯正歯科医院

川田デンタルクリニック

はやし歯科医院高茶屋診療所

赤塚クリニック

大橋クリニック

さいとう内科

高野尾クリニック

三宅医院

山崎循環器内科　※第３日曜日は休診

上津台小児科クリニック

三重つくし診療所

ひさいインター歯科

かわいクリニック 

ゆり形成内科整形

高野尾町4956－27

羽所町399

230－2221

228－8111

殿村445－1

中央13－4

広明町418－5

高茶屋小森町356－2

芸濃町椋本890－1

桜橋三丁目61－4

新東町塔世23

高野尾町1890－76

大門19－17

渋見町577－5

一身田上津部田1504－16

高茶屋小森町1812－2

237－2233

222－2000

221－3377

234－0118

265－2511

246－1000

223－0313

230－3738

225－1020

229－6300

231－2121

235－2068

久居明神町2522 

河芸町浜田688－1

柳山津興3306

256－4618

245－5900

221－0500

受付時間 所在地 電話番号

診療科目 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

診療科目 医療機関名 受付時間 所在地 電話番号

◆日曜日・祝日に診療

◆日曜日に診療

◆祝日に診療

津市救急・健康相談ダイヤル24のご利用は
　フリーダイヤル　 　0120－840－299
●医師や看護師など専門スタッフが相談に答え
　ます。
●24時間年中無休で、通話料・相談料は無料で
　す。（非通知設定の電話は受け付け
　できません）

問い合わせ　地域医療推進室　　229－3372　　229－3287
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図書館たいむず

●２月５日(日)･･･アニメ「新・泣いた赤おに、雪
　渡り」(計43分)
●２月19日(日)･･･アニメ「盲導犬クイールの一
　生、ひなまつり」(計44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50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

と　き　２月26日、３月５日いずれも日曜日13
　時30分～16時(全２回）
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　ストーリーと絵本の構成についての解説と
　絵本(縦18㎝×横19㎝を１ページとした12ペー
　ジ)の制作
対　象　中学生以上
定　員　先着10人
費　用　1,000円(材料代)
申し込み　１月28日(土)から直接同文学館カウン
　ターへ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

平成29年１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 ２月
February

2017月刊

　図書館カードの有効期間は発行日から１年で、
毎年更新手続きが必要です。来館、または電話で
更新手続きを行ってください。更新時は、登録内
容に変更がないかを確認します。住所や電話番号
などを変更したときは来館して、変更手続きが必
要です。住所変更手続きをする場合は新しい住所
を確認できるもの(健康保険証・運転免許証など)
をお持ちください。長期間カードを利用していな
い人は、新規登録が必要になる場合があります。
なお、有効期間が切れるとＷｅｂサービス(パソコ
ン･携帯電話･館内利用者用端末機からの予約など)
は利用できません。

●図書館カードの有効期間は１年です●図書館カードの有効期間は１年です

　借りている本や雑誌を読み切れなかったときは、
窓口・電話・インターネットで、１回に限り15日
間貸出期間の延長ができます。ただし、視聴覚資
料や、他の利用者が予約している場合は延長でき
ません。
●窓口…返却処理の前に、図書館カードを添えて
　延長を申し込んでください。
●電話…本人確認のため、図書館カード番号・氏
　名・生年月日・電話番号と延長する資料の書名
　を伝えてください。
●インターネット…あらかじめ窓口でパスワード
　を登録して利用してください。

●貸し出し期間の延長ができます●貸し出し期間の延長ができます　津リージョンプラザでは、施設をより安全に快
適に利用していただくため、２月１日(水)から３
月10日(金)までの期間、館内中央エレベーターの
改修工事を行います。工事期間中はエレベーター
は使用できません。工事音なども含め、ご不便を
お掛けしますが、ご理解ご協力をお願いします。
問い合わせ　津リージョンプラザ(　229-3300)

●津リージョンプラザ館内中央エレベー
　ター改修工事のお知らせ
●津リージョンプラザ館内中央エレベー
　ター改修工事のお知らせ

●図書館で学ぼう｢大人向け絵本作り体験｣●図書館で学ぼう｢大人向け絵本作り体験｣

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

　平成29年１月から、久居ふるさと文学館来館者
用駐車場は、次のとおり利用してください。ご不
便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いしま
す。

期　間　平成29年１月から(仮称)津市久居ホール
　の建設工事着工までの間　※久居ふるさと文学 
　館開館中のみ利用できます。

問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●駐車場の変更のお知らせ●駐車場の変更のお知らせ

久居ふるさと文学館

旧久居庁舎
（解体済）

駐車
区画

工事区域

出入口
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図書館たいむず

2日・16日いずれも(木)14時15分～

2日・9日・16日いずれも(木)15時～

1日・15日いずれも(水)15時～

4日・18日いずれも(土)15時～

11日(土･祝)15時～

13日(月)10時30分～

22日(水)11時～

25日(土)15時～

19日(日)11時～

11日(土・祝)・25日(土)いずれも11時～

25日(土)14時～

2日・16日いずれも(木)11時～

11日(土・祝)11時～

25日(土)15時～

1日・8日・15日・22日いずれも(水)15時～

3日(金)11時～　

4日(土)14時30分～　　　　　　     

5日(日)11時～

だっこでおはなし！

（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)

図書館職員

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

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

よみっこ

外国語指導助手

２月のおはなし会など２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）

おはなし会

（絵本、素語り、パネルシアターなど)

楽しいおはなしの時間

（絵本、紙芝居など）

おはなしであそぼう！

（体・声を使ってお話の中を体験)

おはなしの泉

（親子で絵本の楽しさを体感)

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、わらべ歌、手遊びなど）

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、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）

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

9日(木)15時～　　　

※美里文化センター２階学習室で開催

9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

えいごであそぼ！

（洋書絵本のおはなし会)

２月 図書館カレンダー２月 図書館カレンダー は、休館日

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

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

津図書館
(　229-3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
久居ふるさと文学館
(　254-0011)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
(　254-0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで)

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22

木

2
9
16
23

金

3
10
17
24

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

①4日(土)②11日(土・祝)③18日(土)④25日(土)　

いずれも15時～
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