
274

5/16
市財政収入の一部に寄与することを目的とし、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
掲
載
欄

平成29年（2017年）

小雨の中開催された2017龍王桜マラソン＆ウォーキング大会で、勢いよくスタートを切るランナーの皆さん（４月９日 錫杖湖周辺）表紙

親子で遊びに来ませんか？
子育て支援センター
親子で遊びに来ませんか？
子育て支援センター

津市第３次健康づくり計画を策定
未来の自分のために健康づくりを！
津市第３次健康づくり計画を策定
未来の自分のために健康づくりを！

歴史散歩歴史散歩

News
P６

特集
P２

連載
P13

錫杖湖畔を駆け抜けた！！



広報 つ！　平成29年５月16日号2

津市第３次健康づくり計画を策定

　健康づくり計画は「こころ豊かに楽しく元気に暮らそう」を
大目標に掲げ、市民一人一人が健康づくりに取り組み、それを
社会全体で支援することで、豊かな人生を送ることを目指しま
す。大目標の実現に向けて、これまで取り組んできた健康づく
り計画が、第３次計画でさらに大きく育つような仕組みづくり
を進めます。

　津市第２次健康づくり計画
を分析・評価した結果、第３
次計画では「食生活・栄養」
「運動」「たばこ」「生活習
慣病・がん」の４分野を、重
点的に取り組む強化分野とし
ました。
　強化分野については６つの
強化目標を定め、市民の皆さ
ん一人一人の健康意識の向上
につなげるために、それぞれ
に関連する市の現状や実践ポ
イントをお伝えします。

未来の自分のために健康づくりを！

芽が出る 育つ 大きく育つ

健康づくり計画

(平成19～23年度) (平成24～28年度) (平成29～34年度)

イメージ図

第２次
健康づくり計画

第３次
健康づくり計画

「こころ豊かに楽しく
元気に暮らそう」
の実現へ

こころ豊 か に 楽しく元 気 に 暮らそう

普段から自分の健康状態を知り、災害に備えよう

大目標

分　野

災害への備え

分野別目標

感染症や熱中症を予防しよう感染症・熱中症

人とのつながりをつくろう仲間づくり

ストレスと上手につきあおう休養・こころ

生活習慣病とがんを予防するために、健康的な
生活習慣を身につけよう生活習慣病・がん

むし歯と歯周病を予防しよう歯とお口の健康

飲酒をコントロールしようアルコール

受動喫煙を防ごうたばこ

体を動かす楽しさを知ろう運動

朝ごはんを食べよう食生活・栄養強化

強化

強化

強化

問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　　229－3287
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　朝ごはんを抜き、食事回数が減ると、肝臓での中性
脂肪やコレステロールの合成が進み、体脂肪が蓄積
されて、血液中のコレステロール濃度や中性脂肪が
高くなり、肥満や脂質異常症の原因になります。

　体をよく動かしている人は、心疾
患・高血圧・糖尿病・骨粗しょう
症・がんにかかりにくくなります。

●集中力が高まる　　●イライラしなくなる
●記憶力が向上する　●便秘を予防する
●代謝が良くなる　　●生活習慣病を予防する

朝ごはんを食べると良いことたくさん！

今よりも１日10分多く体を動かしましょう！

朝ごはんを食べよう強化目標食生活・栄養

朝ごはんを毎日食べている人の割合
朝ごはんを毎日食べている人が、
未成年（17～19歳）に少ない

健康の秘訣は
「早寝・早起き・朝ごはん」

子どもの頃から、
毎朝食べる習慣を！

運動

意識して体を動かしている人の割合

「計画策定のためのアンケート調査結果(Ｈ27年度)」より

「計画策定のためのアンケート調査結果(Ｈ27年度)」より

意識して体を動かしている
人が、就労世代・20～40歳代

女性に少ない

仕事、家事、育児で
忙しい人も、できるだけ
体を動かす工夫を！

強化目標 体を動かす楽しさを知ろう

ひ　 けつ
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受動喫煙とは…
　「室内又はこれに準ずる
環境において、他人のたば
この煙を吸わされること」
をいいます。
「健康増進法」より抜粋

副流煙には…
　主流煙（たばこを吸う人
が吸い込む煙）の52倍もの
発がん物質が含まれます。
「Surgeon General Report」米国公衆衛
生総監報告より

受動喫煙(呼出煙と副流煙)による健康への影響

高血圧症で治療している人は、男女とも６g未満の
食塩摂取量が理想です！

受動喫煙を防ごうたばこ

たばこを吸うときに、気を付けていることはありますか

※主にたばこの煙の吸入により肺機能が低下する疾患

たばこを子どもや妊婦の
前で吸わない人は約半数

マナーを守る人は増えて
いますが、家族や周囲の
人が受動喫煙の影響を
受けることもあります。

楽しく、おいしく減塩を生活習慣病・がん

１日の食塩摂取量

食品に含まれる塩分量の目安

ポタージュ１杯
塩分1.2ｇ

ハム３枚
塩分1.5ｇ

みそ汁１杯
塩分1.5ｇ

カレーライス
１人前
塩分3.3ｇ

天丼１人前
塩分4.1ｇ

塩ざけ１切れ
（40ｇ）
塩分3.5ｇ

にぎり寿司１人前
（しょうゆ込み）
塩分5.0ｇ

「計画策定のためのアンケート調査結果(Ｈ27年度)」より
※複数回答可

「三重県県民健康・栄養調査（H23年度）」より

「日本高血圧学会ガイドライン」より

近隣地域と比べて
食塩摂取量が多く、
基準の約1.5倍

生活習慣病（高血圧）の
予防を目的とした目標量は
男性８g未満・女性７g未満！
「日本人の食事摂取基準2015」より

C i t y N E W S ! 津市第３次健康づくり計画 

強化目標

強化目標
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津市第３次健康づくり計画│

きつねうどんの場合
①つゆを飲まない　塩分 2.5ｇ
②つゆを半分飲む　塩分 3.9ｇ
③つゆを全部飲む　塩分 5.4ｇ

減塩のコツを知り、無理なく続けましょう

第３次健康づくり計画全文は津市ホームページでご覧ください！

●調味料はかけずに“つける”　
●かんきつ類や酢の酸味を効かせる
●麺類のつゆは飲み干さない

●天然だしを使う
●汁物は具だくさんにする
●香辛料や香味野菜を活用する
　　カレー粉・からし・わさび・
　　しょうが・しそ・ねぎ・ゆず・
　　みょうが・パセリなど
●新鮮な食材を使って
　　　　　　素材の味を楽しむ

大切な命のために、がん検診・健康診査を生活習慣病・がん

前回受けた健診（検診）で要指導や要医療であった結果を受けて、
医療機関の受診や生活習慣を改善しましたか

受診件数が多い病気(津市国保分)
「計画策定のためのアンケート調査結果(Ｈ27年度)」より

無回答1.4％ 無回答1.6％

「国保データベースシステム
  疾病別医療費分析（Ｈ26年度）」より

健診（検診）結果を活用して
いない人が約３割

毎日の生活習慣を見直して
生活習慣病の予防を！
詳しい検査を受けて

病気の早期発見・早期治療を！

適正体重を維持しよう生活習慣病・がん

年代別肥満者(BMI 25※以上)の割合（津市国保分）

※ＢＭＩ(体格指数)は世界共通の肥満度の指数で、以下のような計算式から算出
　ＢＭＩ＝体重（㎏）÷（身長（m）×身長（m））
　やせ18.5未満、普通18.5以上25.0未満、肥満25.0以上

「特定健康診査結果(H26)」より

40～50歳代の男性に
肥満者が多い

強化目標

強化目標

食べ方による塩分摂取量の差

いいえ
27.0％

いいえ
27.0％

はい
71.6％

はい
71.4％

週１回、できれば毎日
体重計に乗って
体重をはかる
ことが大切！
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　市内の子育て支援
センターのほか、子
育て広場、児童館、
公立幼稚園未就園児
の会について紹介しています。
詳しくは、こども支援課(　229－
3284)へお問い合わせください。

　以下の５カ所の子育て支援センターでは、「子育て支援コーディネー
ター」が常駐しています。どこに相談したらいいのか分からない子
育ての困りごとや、どのような子育てのサービスがあるか知りたい
ときは、お気軽にお尋ねください。一人一人に応じた子育て支援の
情報をお伝えしたり、子育て支援サービスの利用をサポートします。
対象施設　ぷちぷち、わくわくランド、桜橋子育て支援
　センター、かるがも、南が丘子育て広場
と　き　各子育て支援センターの開所日時
対　象　子育て中の保護者と子ども

冊子「おやこでおでかけ」
ご利用ください！ あなたの子育て、サポートします！

　０歳から就学前までの保育所や幼稚園に通って
いない子どもとその保護者が気軽に集い交流でき
る場として、子育て支援センターを市内18カ所
に開設しています。同じ年頃の友達と遊ばせたい

とき、親子で出掛けたいとき、近くの子育て支援
センターに遊びに来てください。各センターには
保育士が常駐し、子育ての不安や悩みについての
相談も行っています。

子育て支援センター
問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

津市内の子育て支援センター

親子で遊びに来ませんか？

ぷちぷち げいのう わんぱーく（芸濃町椋本） 火・水・金曜日 10時～12時
13時～16時 Ｔ265-5537 

わくわくランド サンヒルズ安濃（安濃町東観音寺） 月～木曜日 10時～12時
13時～16時 Ｔ268-5832 

桜橋子育て支援センター 旧津市療育センター（桜橋三丁目） 月・水・金曜日 10時～16時 Ｔ225-4500 

かるがも 高茶屋保育園（高茶屋三丁目） 月・水・金曜日 10時～12時
13時～16時 Ｔ234-2063 

南が丘子育て広場 南が丘会館別棟（垂水） 火・木曜日 10時～12時
13時～16時

Ｔ234-2063
（高茶屋保育園）

浜っ子幼児園子育て支援センター 浜っ子幼児園（香良洲町） 月～金曜日 ９時～15時 Ｔ292-3499 

川合かんがるールーム 川合保育園（一志町八太） 月～金曜日 ９時～12時
13時～15時 Ｔ293-1633

どんぐり（白山保育園） 白山乳幼児教育センター
（白山町南出） 月～金曜日 ９時～12時

13時～15時 Ｔ264-0080

にこにこらんど 認定こども園 みらいの森ゆたか園
（河芸町三行） 月～金曜日 ９時～14時 Ｔ080-4155-0093 

愛・子育てひろば 白塚愛児園（白塚町） 月～金曜日 10時～16時 Ｔ232-3214 

大門いこにこ広場 大門オーデンビル（大門） 火・金・土曜日 10時～17時 Ｔ273-6536 

子育て支援ひろば「ろまん」 安濃津ろまん（神戸） 月・水・金曜日
※祝日は休み 10時～16時 Ｔ272-4133

さくらんぼ 藤水保育園（藤方） 月～金曜日　※要予約 10時～11時30分 Ｔ223-6482 

わくわくの森（第二はなこま保育園） 第二はなこま保育園
（高茶屋小森上野町） 月～金曜日 ９時～11時30分

13時～15時30分 Ｔ238-1616

どんぐり（久居保育園） 久居保育園（久居西鷹跡町） 月～金曜日 ９時～14時 Ｔ259-0080 

Maimaiくらぶ 美里さつき保育園（美里町五百野） 月～金曜日 ９時～15時 Ｔ279-2000 

わくわくの森（豊野保育園） 豊野保育園（一身田豊野） 月～金曜日 ９時～14時 Ｔ231-1364 

子育て応援広場「はぐはぐ」 イオン久居店（久居明神町） 月～土曜日 10時30分～
15時30分

Ｔ254-6080
（どんど子保育園）

名　称 設置場所 開所曜日 開所時間 問い合わせ
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問い合わせ

地域連携講座・オープンカレッジ
大学の講義を体験してみませんか！
平成29年度
三重短期大学

問い合わせ　三重短期大学　　232－2341　　232－9647

三重短期大学オープンカレッジ

三重短期大学地域連携講座

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

　災害時は自治体や政府が地
域住民に果たす役割が増大し、
また地域住民の期待も一気に
高まります。自治体は何をし
なければならないのでしょう
か。また、実際の災害に備えてどのような準備が
必要なのでしょうか。
　この講座は、自治体の災害時の法的役割・責務
について考えようとするものです。
と　き　９月16日(土)13時30分～15時30分
ところ　三重短期大学校舎棟４階 45番教室
定　員　80人
講　師　前田定孝さん(三重大学人文学部准教授)
　※案内役は立石芳夫(法経科教授)

　少子高齢化が進む中、これからの社会保障の在
り方について多くの人が自身の問題として身近に
感じつつあります。
　この講座は、「下流老人」の名付け親である藤
田孝典さんが高齢者の貧困問題の実態とそれにど
う向き合うかについてお話しします。私たちが安
心して暮らすために、何が必要なのかを考えてみ
ませんか。
と　き　11月11日(土)13時30分～15時30分
ところ　三重短期大学校舎棟４階 45番教室
定　員　80人
講　師　藤田孝典さん(特定非営利活動法人ほっ
とプラス代表理事、聖学院大学客員准教授)　
※案内役は武田誠一(生活科学科准教授)

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

申し込み　郵送または電話、ファクス、Ｅメールで、
希望の講座名と開催日、住所、氏名、電話番号を
三重短期大学地域連携センター(〒514-0112 一
身田中野157、Ｍ232-2341＠city.tsu.lg.jp)へ
※受講はがきなどは送付しません。

と　き 講　座 講　師 テーマ

災害時における自治体・政府の責任をどう考えるか 高齢者の社会保障と貧困

第１講座

石原 洋介
（法経科教授）

第２講座 小野寺 一成
（生活科学科准教授）

第１講座 木下 誠一
（生活科学科教授）

第２講座 川崎 航史郎
（法経科准教授）

第１講座 三宅 裕一郎
（法経科教授）

第２講座 杉山 直
（法経科准教授）

第１講座

南 有哲
（生活科学科教授）

第２講座 鷲尾 和紀
（法経科講師）

第１講座 山田 徳広
（生活科学科教授）

第２講座 東福寺 一郎
（学長・生活科学科教授）

８月５日

９月２日

11月４日
糖尿病の予防のために

10月７日

環境倫理から見る
「交雑ザル」殺処分問題

高齢者の住まい

労働法改正の最近の動向

憲法からみた安保法制の問題点

同一労働同一賃金は社会を変える

公立短期大学のあゆみと今

TPPはなぜ不成立になったのか？

７月１日
都市計画とまちづくり
～持続可能なコンパクトシティに向けて～

我が国の市場環境変化における
さまざまな課題
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　地籍調査とは、国土調査法に基づく、一筆ごと
の土地の所有者、地番、地目、境界を確認(境界立
会)して面積を測量(地籍測量)し、正確な地籍図・
地籍簿を作る調査です。東日本大震災の復旧に際
しては、地籍調査の成果により、境界確認や調査

測量などが省略でき、大幅な経費縮減や速やかな
復興への着手が可能になりました。南海トラフ大
地震が予想される中、津市でも沿岸部を重点整備
区域と定め、平成27～36年度までの10年間で集中
的に地籍調査を実施します。

1
TSU NEWS

問い合わせ　用地・地籍調査推進室　　229-3564　　229-3345
地籍調査を加速化

2
TSU NEWS

問い合わせ　観光振興課　　229－3234　　229－3335
津まつり大パレード参加者募集

10 8
9:30~16:00
裁判所前～三重会館前～松菱前
　今年の津まつりは10月７日(土)・８
日(日)です。パレードに参加して大通
りを練り歩きませんか。
申し込み　観光振興課にある所定の用
紙に必要事項を記入し、記載されて
いる申し込み先へ　※応募者多数の
場合は抽選。その他のイベントの募
集は決まり次第お知らせします。

締め切り　５月31日(水)消印有効

日

昨年の津まつり大パレードの様子

予　算
　国に対し、積極的な要望活動
を行い財源確保を行った上で、
平成29年度当初予算を倍増(前年
度比)し、今年度は香良洲地域４
地区の境界立会・地籍調査を実
施します。

体制の強化
　土地に係る各種の行政活動や
経済活動の基礎的情報となる地
籍の明確化に向け、地籍調査を
さらに強力に推進するため、平
成29年４月から用地・地籍調査
推進室を設置しました。
　併せて、登記事務の専門家であ
る法務局ＯＢを非常勤参与として
２人配置し、地籍調査における地
図作成の実務面を強化しました。

伊勢湾

沿岸部における
人口集中地区

重点整備区域

市河芸庁舎

市本庁舎

市香良洲
庁舎

平成
26年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
29年度

(単位：百万円)当初予算額の推移

15

31 37

77

・桜町地区
・地家地区
・砂原地区
・浜浦地区

H29年度実施

実施済
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土

無 料

「ムーラン」観覧者募集3
TSU NEWS

問い合わせ　男女共同参画室　　229－3103　　229－3366

津ぶっこレシピ集 市本庁舎などで配布中
おいしくてヘルシーなメニューが全７品！

問い合わせ　農林水産政策課　　229－3172　　229－3168

　環境月間の６月に自然を大切にする心を養ってもらうために記念植
樹を行います。ぜひご参加ください。
対　象　市内に在住・在学の小・中学生と保護者
定　員　先着80人
持ち物　スコップ、軍手など(後日参加者へ連絡)
申し込み　電話またはファクスで環境保全課へ
申込期間　５月22日(月)～６月12日(月)

6 25 9:30~11:30
津市リサイクルセンター周辺

　久居農林高校生活デザイン科の生徒が考案し、小学校の給食献立にも
活用されている「津の食材で美味しいレシピ」のレシピ集が津市農林水
産物利用促進協議会より発行されました。部数に限りがありますので、
希望する人はお問い合わせください。

環境月間記念植樹参加者募集
問い合わせ　環境保全課　　229－3140　　229－3354

　６月23日～29日は、「男女共同参画週間」です。身近で楽し
いアニメ映画を鑑賞しながら、男女共同参画社会について考え
てみませんか。
内　容　プレトーク(映画の見どころ紹介)と上映
定　員　先着600人(整理券が必要)
申し込み　はがき、またはEメールで希望者氏名、希望枚数(希望
　者１人につき５枚まで)、郵便番号、住所、電話番号を男女共同
　参画室(〒514-8611 住所不要、M229-3103@city.tsu.lg.jp)へ
　※後日、入場整理券を郵送します。
申込期間　５月24日(水)～６月19日(月)

6 24 13:30~15:10 (13:00開場 )
白山総合文化センターしらさぎホール

三重県内男女共同参画連携映画祭2017

無料で託児を行います
対　象　１歳児～就学前の子ども
定　員　先着10人
申し込み　電話で男女共同参画室へ
申込期間　６月１日(木)～19日(月)

ヘルシー☆
ビビンバチャーハン

鮭とキャベツの
伊勢茶クリームパスタ

津ぎょうざ
～津づくしあんかけ～

4
TSU NEWS

5
TSU NEWS

昨年の植樹の様子



○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

広報 つ！　平成29年５月16日号10

市民税課
　229－3130　　229－3331

個人市民税・県民税の
給与からの特別徴収

総務課
　229－3276　　229－3255

情報公開制度・個人情報
保護制度の実施状況

議会事務局
　229－3222　　229－3337

平成29年第２回
津市議会定例会

環境保全課
　229－3398　　229－3354

「危険な空き家」について
ご相談ください

収税課
　229－3135　　229－3331

軽自動車税の納付

お知らせ

募　　集

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

短期集中訪問・通所専門サービス
専門職の支援による機能アップ

開示請求
　　開示
　　部分開示
　　不開示
　　取下げ
審査請求

2,189件
780件
1,648件
59件
30件
4件

開示などの請求
　　開示の請求
　　訂正の請求
　　利用停止などの請求
　　開示
　　部分開示
　　不開示
　　取下げ
審査請求

92件
92件
0件
0件
76件
15件
7件
3件
0件

処
理
状
況

請
求
内
容

処
理
状
況

※詳しくは津市ホームページをご覧く
　ださい。
※１件の請求に対して複数の決定(処理)
　を行う場合があります。

個人情報保護

津市議会│

　平成28年度中に実施された情
報公開制度・個人情報保護制度
に基づく開示請求の件数は次の
とおりです。
情報公開

　特別徴収は、事業主が給与を
支払うときに、毎月の給与から
個人市民税・県民税を６月から
翌年５月までの年12回に分けて
徴収し、従業員に代わって納付
する制度です。
事業主の皆さんへ
　平成28年中の所得に対する個
人市民税・県民税の年税額が決定
したため、５月15日付けで各事
業主宛てに特別徴収税額の決定
通知書を発送しました。特別徴収
義務者(事業所)用の通知書には、

６月以降に従業員それぞれの毎
月の給与から徴収する税額とその
合計額などが記載してあります。
納税義務者(従業員)用の通知書
は、開封せずに従業員に配布して
ください。なお、従業員に退職など
の異動があり、特別徴収できなく
なった人がいる場合、同封の冊子
「平成29年度市民税・県民税特別
徴収のご案内」の中の「給与支払
報告・特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」に所要事項を記入し
て市民税課へ提出してください。

　納付期限は、５月31日(水)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。

 
と　き
本会議…６月５日(月)・12日(月)
～15日(木)・28日(水)

常任委員会…６月19日(月)建設
水道、20日(火)教育厚生、21
日(水)経済環境、22日(木)総務
財政
いずれも10時～
ところ　津市議会議場または委
　員会室
※日程などは、変更になる場合
　があります。
※会議の模様をインターネット
　で配信している他、ケーブル
　テレビ津市行政情報番組でも
　録画放送を行っています。
　詳しくは津市議会ホームペー
ジまたは議会事務局でご確認く
ださい。

　津市では、放置空き家の発生を
防止し、危険な空き家の解消を目
指しています。倒壊や崩落、建築
部材が飛び散るおそれがあるなど
の危険な空き家について、地域で
対処できず困っている場合は、環
境保全課または各総合支所地域振
興課へご相談ください。

　理学療法士や作業療法士、管
理栄養士などが３～６カ月間支
援します。
内　容　運動器機能向上、口腔
　機能向上、栄養改善、認知症
　予防の支援を、訪問サービス
　は自宅で、通所サービスは事
　業所で実施
対　象　要介護認定で要支援１・
２の認定を受けた人、または基
本チェックリスト該当者のうち
リハビリテーション専門職の指
導を受け改善見込みのある人
費　用　１回当たり訪問サービ
　ス400円、通所サービス350円
※利用方法など詳しくはお問い
　合わせください。

ダウンロードはこちらから



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

11広報 つ！　平成29年５月16日号

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市青少年海外派遣事業
オーストラリア
ホームステイプログラム

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市・上富良野町友好都市
提携20周年記念
津市民団参加者募集

環境政策課
　229－3212　　229－3354

市民版環境マネジメントシステム
生活かえる！エコエコ家族

７月15日㈯

７月16日㈰

７月17日（月・祝）

７月18日㈫

上富良野町で町内見学、
歓迎交流会に参加

旭山動物園見学、美瑛丘
巡り、上富良野町で四季
彩まつりに参加

積丹半島・黄金岬散策、
小樽市内観光

札幌市内観光

　オーストラリ
アの家庭に滞在
しながら現地の
学校に通学し、
英語研修を受けます。ホームス
テイや現地学生との交流を通じ
て、豊かな国際感覚と世界に向
けた広い視野を養いませんか。
と　き　８月16日(水)～25日(金)
行き先　ブリスベン近郊
対　象　市内に在住・在学の中学
生～高校生

定　員　先着40人(最少催行人
数20人)

申し込み　直接窓口または電話
で市民交流課へ

申込期間　５月16日(火)～６月
９日(金)

※参加費など、詳しくはお問い
合わせください。

参考：昨年の参加費287,500円
(食事付き、燃油特別付加運賃が
別途必要)

　津市と北海道空知郡上富良野
町が、平成９年７月30日に友好
都市提携を締結してから20周年
を迎えることを記念して、市民団
を派遣します。津市ゆかりの地
を訪問して、交流しませんか。
日　程

対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上
定　員　先着30人(最少催行人
数15人)
費　用　ホテルシングル利用…
14万円　ホテルツイン利用…
13万8,000円　　
申し込み　市内４カ所の三交旅
行窓口(アスト津旅行センター、

三重会館旅行センター、中勢
旅行支店、イオン津城山旅行
センター)へ
申込期間　５月22日㈪～６月20日㈫
※詳しくは三重交通中勢旅行支
店(Ｔ236-5535)へお問い合わ
せください。

　地球環境を守るために、省エネ
やアイドリングストップなど環境へ
の負荷の少ない生活に取り組む
「エコエコ家族」になりませんか。
エコエコ家族になるためには
①環境政策課でエコエコシート
　を受け取ります。
②家庭でできる環境に優しい行
　動を考えて、エコエコシート
　に記録して実行します。
③一定期間適切に実行できた家
　族は、エコエコ家族に認定さ
　れます。
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人を含む家族
申し込み　環境政策課へ

「民生委員・児童委員」の紹介

vol.２
福祉政策課　　229-3283　　229-3334

橋北地区民生委員児童委員協議会
（北立誠地区、南立誠地区）
会長  家城 勝弘 さん

どんな活動をしているのですか？

民生委員・児童委員に
なって良かったことは？

今後の活動への思いを聞かせてください

Q

Q
Q

　
　活動している中で町内の
人を知る良い機会となった
ことです。人間関係が以前
より密になりました。

　
　小学生に、かるた取りや、けん玉など昔の遊
びを教えたり、小学１年生へのプロブレム対応
支援として、新生活に早くなじめるように朝の
登校時に学校まで送り届けたりしています。ま
た、年末にもふれあい訪問として80歳以上の一

人暮らしのお宅を
訪問して近況をお
聞きし、カイロの
プレゼントなどを
行っています。
　このように私た
ちは児童や高齢者の皆さんと深い関わりを持っ
ています。けん玉が初めてうまくできた時の子
どもの笑顔はとても無邪気で、和やかな気持ち
にさせられます。

　
　民生委員制度は必要であるが故に100年続い
ているので、民生委員・児童委員の活動を知っ
ていただき、後に続く人が多く出てきてほしい
です。

かるた取りの様子



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

6月の開催日程6月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所

広報 つ！　平成29年５月16日号12

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

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

平成30年成人式実行委員会　５月16日(火)から配布する所
定の申込用紙に必要書類を添え
て、直接市営住宅課または同課
久居分室へ提出してください。
受付期間　６月１日(木)～６日(火)
８時30分～17時15分　※土・
日曜日を除く。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。

　来年１月に開催する成人式を企
画・運営する新成人を募集します。
対　象　平成９年４月２日～平
成10年４月１日に生まれた人
内　容　毎月１回日曜日の午後

に実行委員会を行う予定
申し込み　津センターパレス２
階教委生涯学習課(青少年セン
ター)へ
締め切り　５月31日(水)

■施設の内容（予約方法、使用可能種目、使用料など）について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の
　利用（予約）状況が確認できます。
■施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。

６月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

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

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

８日㈭、14日㈬、20日㈫、26日㈪
２日㈮、12日㈪、22日㈭
２日㈮、12日㈪、22日㈭
８日㈭、14日㈬、16日㈮、19日㈪、20日㈫、26日㈪、28日㈬
16日㈮、19日㈪、28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）

６日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫

13日㈫
16日㈮

７日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬

５日㈪

10日㈯、18日㈰、24日㈯

５日㈪
19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。

平成30年成人式(予定)
と　き　来年１月７日(日)13時
30分～
ところ　サオリーナ(津市産業・
スポーツセンター内)

６月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

三重から肩こり腰痛を撲滅！
まはろ骨盤整体レース！

三重から肩こり腰痛を撲滅！
まはろ骨盤整体レース！

GⅢ
尼崎

日本財団会長杯
争奪戦

日本財団会長杯
争奪戦

GⅢWY
（宮島）

GⅢWY
（宮島）

GⅢEY
（桐生）

スポーツ報知ビクトリーカップ

GⅠ江戸川周年

GⅢ唐津M

徳山

浜名湖 大村 鳴門 宮島 福岡 レディオキューブFM三重カップ 児島 江戸川スポーツ報知ビクトリーカップ

尼崎 GⅠ江戸川周年 鳴門 多摩川 大村 GⅡ常滑MB大賞 戸田 GⅢ常滑MSGグランドチャンピオン（鳴門）

常滑♡ 尼崎 びわこ 平和島 浜名湖戸田 江戸川 GⅢ尼崎 GⅢ三国 平和島

宮島 浜名湖 びわこ

GⅠ若松周年 丸亀 桐生 下関 丸亀 若松

丸亀 桐生 GⅠ住之江周年 蒲郡 住之江 下関

丸亀 若松♡ 蒲郡

唐津

徳山 芦屋 徳山♡ 唐津 芦屋 徳山 唐津 徳山

鳴門 多摩川 GⅡ常滑MB大賞 SGグランドチャンピオン（鳴門）

レディオキューブFM三重カップ
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赤坂遺跡
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木造城跡
赤坂遺跡

あき　よし

つ ぼ

か め こしき

た て

あき　とし

 桃園小学校の正門前の道を250ｍほど東に進む
と、水田の一角に造られた広場と文化財の説明
板が目に入ります。この広場が市の史跡に指定
されている木造町の赤坂遺跡です。
 赤坂遺跡はこの広場から木造神社の近くまで広
がる広大な遺跡で、昭和38年に行われた耕地整
理に伴い最初の発掘調査が実施されました。この
調査では、弥生時代後期の壷や石で作られた矢じ
りなどが多数出土し、竪穴住居の跡なども発見さ
れています。また、弥生時代の竪穴住居が発見さ
れた層の30㎝ほど下からは縄文時代の土器も発
見され、縄文時代から弥生時代の複合遺跡として
昭和49年に市指定史跡となりました。
 この赤坂遺跡が再び注目を集めたのは、中勢バ
イパス建設工事に伴って平成16年に始まった発
掘調査の結果によるものでした。三重県埋蔵文
化財センターにより実施された調査では、周辺
の遺跡も含めて縄文時代から江戸時代まで各時
代の遺構や遺物が数多く発見されました。古墳
時代の遺物では、コップの形をした陶質土器や、
甕・甑・鉢などの韓式系土器といった朝鮮半島
の影響が強い渡来系の遺物が出土し、陶質土器

は国内で他に例がない形のものとして平成21年
に「木造赤坂遺跡出土陶質土器」として県指定
文化財に指定されました。
 赤坂遺跡の東には、同じく市指定史跡の木造城
跡があります。正平21(1366)年、初代伊勢国司
北畠顕能の子、顕俊が木造城を築いて、木造氏
を名乗ったとされ、赤坂遺跡を含む木造町の一
帯は、南北朝時代から室町時代にかけて木造氏
が本拠とした場所でした。
　発掘調査によってさまざまな発見があった赤
坂遺跡や中世の城館である木造城跡の存在は、
古くから木造町とその周辺が人々の生活の場で
あったことを示しています。

市指定史跡 赤坂遺跡  

木造城跡



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

４月１日現在

火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・
　死亡者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・

18件（45件）
3件（14件）

1,251件（3,850件）
829件（2,381件）

0人（2人）
116人（314人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,002世帯
（前月比41世帯減）

280,710人
（前月比748人減）

136,169人
144,541人

市民の動き
３月分

（平成29年累計）

悲しい数字

　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)

広報 つ！　平成29年５月16日号14

イベント

お知らせ
危ない！良い子は線路に入らない
　先日、ＪＲ名松線のレール上
に30個以上の石が置いてあるの
が見つかり、小学生が遊んでい
たとの目撃情報がありました。
　線路に入る行為は、列車には
ねられる恐れがあり大変危険で
す。列車は急に止まれません。
線路に入らないよう子どもに注
意をお願いします。
　また、置き石などの行為は、跳
ねた石が沿線の民家や通行人に
当たって、けがを負わせる危険も
あります。損害賠償が発生する
こともありますので、絶対行わ
ないように注意をお願いします。
　ＪＲ東海サービス相談室(　
050－3772－3910)

消費者被害救済制度
　だまされて商品を購入してし
まったため、代金を返してほしい
など、個々の消費者が受けた被害
を集団的に救済するため、昨年10
月に「消費者の財産的被害の集団

的な回復のための民事の裁判手
続の特例に関する法律」が施行さ
れました。制度について詳しくは、
ホームページをご覧ください。
　津地方裁判所事務局(　226－
4172)

みえ国際ウィーク2017
講演会＆パネルトーク
　三重県では、伊勢志摩サミット
が開催された５月26日・27日の前
後２週間程度を「みえ国際ウィー
ク」と定め、これを記念し、講演会
やパネルトークを開催します。
　５月27日(土)14時30分～16時
　アスト津４階アストホール　
　200人
　５月25日(木)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで住所、
氏名、電話番号、ファクス番号、
メールアドレスを三重県国際戦
略課(〒514-8570 広明町13、　
224－3024、　kokusen@pref.
mie.jp)へ　※みえ国際ウィーク

2017ホームページからも申し込
みできます。
　同課(　224－2844)

SEA LINK in津なぎさまち
　６月４日(日)10時～15時　　
津なぎさまち内旅客船ターミナ
ル周辺　　飲食コーナーや雑貨
販売、体験コーナーなど　※駐
車場に限りがありますので、な
るべく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)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　５月25日(木)19時～21時、28
日(日)14時～16時30分　　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)

裁判所　裁判の話題│

津なぎさまち│

■津市民体育大会

ヨット
（ディンギー）
サッカー
（シニア50歳代）

合気道

少林寺拳法

サッカー（Ｕ８）

相撲

６月11日㈰

６月18日㈰

６月25日㈰

７月１日㈯
14：00～16：00
７月２日㈰
10：00～12：00
７月22日㈯・23日㈰
９：00～13：00

少林寺拳法津東支部
（栗真小川町）
安濃中央総合公園内
多目的グラウンド
津相撲クラブ道場
（高茶屋小森町）

４歳以上

５歳～小学２年生

小学生以上

20人

100人

15人

伊勢湾海洋スポーツ
センター沖

海浜公園内陸上競技場

三重武道館（栗真中山町）

制限なし

50歳以上

制限なし

抽選６チーム

70人

５月27日㈯～
６月10日㈯
５月22日㈪～
６月９日㈮

小学生以上（津市合気道
連盟加入者、経験者） ６月23日㈮まで

６月２日㈮～16日㈮

６月１日㈭～23日㈮

６月１日㈭～
７月20日㈭

■津市民スポーツ教室

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員



　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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健　　康

とき（６月） ところ

芸濃福祉センター１階
相談室１

７日㈬13時～16
時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

12日㈪13時～16
時

安濃中公民館
研修室３

15日㈭13時30分
～15時30分

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

19日㈪13時～16
時

市一志庁舎
会議室

20日㈫９時～12
時

１日㈭13時30分
～15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

２日㈮13時30分
～15時

サンデルタ香良洲
相談室

６日㈫９時～12
時

アスト津４階
会議室３

無料相談

とき（６月） ところ
１日㈭10時～16
時

市本庁舎３階
相談室

１日㈭９時30分
～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

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

１日㈭９時30分
～11時30分

市美里庁舎２階
会議室

１日㈭９時30分
～11時30分

市一志庁舎２階
第１会議室

１日㈭９時30分
～11時30分

白山市民会館１階
教養娯楽室

１日㈭13時30分
～15時

サンデルタ香良洲
和室

１日㈭13時30分
～15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

２日㈮13時30分
～15時30分

市安濃庁舎２階
会議室１

７日㈬９時30分
～11時30分

芸濃福祉センター
相談室

15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

募　　集
スポーツ少年団への登録
　今年度の新規または継続の登
録を受け付けます。
　７月31日(月)までにスポーツ
少年団登録システムで申し込み
　津市スポーツ少年団本部事務
局(スポーツ振興課内、　229－
3254)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　６月14日(水)13時～15時　　
同センター作業室(三重町津興)
　市内に在住の60歳以上で臨時・
短期・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

ラピド・フィットネス教室
　リズムに合わせて楽しく体を
動かし、日頃の運動不足・スト
レスを発散しませんか。
　５月24日、６月７日・21日いず
れも水曜日19時30分～20時30分
　県文化会館第２リハーサル室
(県総合文化センター内)　　　
20人　　１回500円　※運動で
きる服装、室内シューズ、水分
補給用の飲み物、タオル、ヨガ
マットまたはバスタオルを持参
　５月19日(金)～６月20日(火)
の12時30分～16時30分にNPO
法人ラピドスポーツクラブ(　
059－375－4800)へ

認知症予防教室
　６月９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65歳以上 　　30
人 
　５月26日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

三重県医師会 健康教育講演会
　６月15日(木)14時～16時　　
三重県医師会館(桜橋二丁目)　　
水谷仁さん(三重県医師会理事)
による皮膚の老化に関する講演、
管理栄養士による講演、大澤裕
美さん(元気づくり大学副学長・
保健師)による健康体操　※13
時～14時と講演終了～16時30
分に三重県栄養士会による栄養
相談あり
　三重県医師会事務局(　228－
3822)へ

男性料理教室
「自分と家族の健康づくり」
　初心者向けの料理教室です。
　１回目６月21日(水)9時30分
～12時(全６回)　　津リージョン
プラザ２階栄養指導室　　30人
　１回350円(材料費を含む)
　往復はがきで住所、氏名、電話
番号を食生活改善推進協議会津
支部担当(〒514-0073 殿村585 
山口宛)へ
　同担当(　237－1700)

薬を知る講座
　６月11日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教
室　　「認知症は早期発見が大切
です　認知症と治療薬について」
をテーマに薬剤師による薬の効
能などの解説と個人相談など
　津薬剤師会(　255－4387)

市民公開講座
「腎臓病と共に生きる」
　７月９日(日)13時30分～16時
　アストプラザ４階アストホー
ル　　｢慢性腎臓病を悪化させな
いためには｣｢透析が必要と言わ
れたら｣｢腹膜透析患者の声｣｢腎
移植患者と家族の声｣｢腎不全患
者の食事について｣をテーマにし
た講演
　東海腹膜透析研究会事務局(　
052－962－6129)

６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、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)

６月１日は人権擁護委員の日
人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193）
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分(祝・休日、年末年始を除
く)　　津地方法務局人権擁護課
(丸之内)
　同課(　228－4193)

スポーツ少年団登録システム│
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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

初めまして、つ乃めぐみです！
これまで13回にわたって紹介してきた津市の
農林水産業ブランド13品目　「津ぶっこ」を
はじめ、津市自慢の農林水産物の魅力が
いっぱいつまった歌をリリースしました！

タケノコ

花しょうぶ

イチゴ自然薯

原木シイタケ

ずいき

小女子

茶 梨 あさり 杉

キャベツ

こんにゃく

ぜひチェックして
一緒に歌ってね♪

魅力いっぱい！
津市の農林水産物



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

優美会 第24回歌と踊りの祭典

Concert June

ピアノ・アンサンブルコンサート

ピアノ・ヴァイオリン発表会

前売り

当日 

一般
学生
一般
学生

4,000円
2,000円
4,500円
2,500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

■アストプラザ　アストホール

4

9

11

17

18

24

25

日

金

日

土

日

土

日

9:15

19:00

14:00

9:20

18:30

11:30

18:00

21:00

16:00

18:00

20:30

16:30

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

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき４月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成29年５月16日発行～

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき４月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成29年５月16日発行～

津リージョンプラザ

アストプラザ

河芸公民館

芸濃総合文化センター

美里文化センター

サンヒルズ安濃

サンデルタ香良洲

一志農村環境改善センター

白山総合文化センター

美杉総合文化センター

　229-3300

　222-2525

　245-2222

　265-6000

　279-8111

　268-5811

　292-3113

　293-5611

　262-5893

　272-8080

さ ん さ ん

月

2017

6

9:30
13:00

12:00
16:30

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

優美会
　225-3653(山口)

Juneの会
　226-1640(高田)

　090-1835-9826(松井）

イナガキピアノ調律センター
　059-386-6270

ミュージックステージレッスン
　229-7588(薮内）

ピアニッシモ
　226-8245(池田)

一會—いちえ－10th実行委員会
(アレグリア内）
　0598-56-9669

津リージョンプラザ
　229-3300

日本ドリコム名古屋支社
　052-571-3281(浦野)

マイナビ
　052-582-1307(政木)

コール美音
　229-0656(伊藤)

三重県体育協会
　059-372-3880

マイナビ就職セミナー合同会社説明会

うたのわコンサート

14

20

25

水

火

日

無　料

無　料

無　料

15:30

13:00

14:00

18:30

17:00

16:30

三重県吟剣詩舞道総連盟
　226-5660(内藤）

燦々・愛連吟士権者決定詩吟三重県大会4

11

25

日

日

日

無　料

無　料

無　料

10:00

13:00

10:30

16:10

15:30

16:00

平成29年度三重県スポーツ指導者研修会11

25

日

日

無　料

無　料

12:30

9:30

16:15

15:30

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

横山カラオケ発表会4 日 無　料 0595-96-1504(横山）

230-2962(小池）

9:00 18:00

■芸濃総合文化センター　市民ホール
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
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

EAST BIRD WIND ORCHESTRA
第６回定期演奏会

第18回ミュージックステージレッスン
チャリティー歌の集い(遠藤実大賞予選会）
ゲスト 中西りえ、やしまひろみ 他

服部博之コンサート
「一會—いちえ—10th」

国公私立大学・短期大学・専門学校 
進学ガイダンス

初夏のコンサート2017
～ヴァイオリン発表会～
津市民文化祭 舞台芸術部門
「民謡の会」 

みえ医療福祉生活協同組合　
第７回通常総代会

みえ医療福祉生活協同組合　
組合員活動部　　213-8668



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

ギャラリー  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

市教委教育研究支援課
　229-3293

フォトサークル写季写喜
　090-9025-4869

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練
習成果を発表します。
■民踊新舞踊の会
と　き　５月24日(水)11時～(10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

■茶の湯大会
と　き　５月27日(土)・28日(日)９時30分～15
　時30分
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セン
　ター(展示室)
入場料　300円
　(呈茶券)

◆舞台芸術部門◆◆舞台芸術部門◆
　市内で活動している皆さんの作品展示です。
■書道展・工芸美術展
と　き　５月24日(水)～28日(日)９時30分～16
　時30分　※28日は16時まで
■日本画展
と　き　６月14日(水)～18日(日)９時30分～16
　時30分　※18日は16時まで
■洋画展
と　き　６月21日(水)～25日(日)９時30分～16
　時30分　※25日は16時まで
いずれも　
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セン
　ター(展示室)・ギャラリー
入場料　無料

◆美術部門◆◆美術部門◆

◆生活文化部門◆◆生活文化部門◆

津市民文化祭

フォトサークル写季写喜写真展

歯の健康展（図画・ポスターコン
クール作品展示）

津市民文化祭 美術部門
「洋画展」

津市民文化祭 美術部門
「写真展」

津市民文化祭 美術部門
「日本画展」

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

8日(木)～11日(日)
9:00～17:00
(８日は13:00から、
11日は16:00まで）

14日(水)～18日(日)
9:30～16:30
(18日は16:00まで）

21日(水)～25日(日)
9:30～16:30
(25日は16:00まで）

28日(水)～7月2日(日)
9:30～16:30
(2日は16:00まで）

3日(土) 9:00～17:00
4日(日) 10:00～15:00

書道展・工芸美術展茶の湯大会

無　料
  (要整理券）

市男女共同参画室
　229-3103

三重県内男女共同参画連携映画祭201724 土 13:30 15:10

■白山総合文化センター　しらさぎホール

■美杉総合文化センター　美杉の郷ホール

無　料

入場料など日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

　272-1234(藤起）第６回藤起カラオケ発表会25 日 9:00 17:00

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ



健康づくりだより

健康づくりだより

折り込み紙
広報津

平成29年５月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3287

問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

マタニティー倶楽部
対　象　妊婦とその家族
申し込み　前日までに各保健センターへ

中　央

ところ
（保健センター名） とき（６月） 内容など

28日㈬
10：00～11：45

元気に妊娠・出産・育児のでき
る身体をつくろう（助産師）久　居

14日㈬
13：30～15：15 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　５月22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

ところ
（保健センター名）

とき
（６月） 対　象

妊婦・離乳食開
始前、または開始
したばかりの乳
児を持つ保護者

27日㈫
10 ： 00～
11 ： 30

23日㈮
10 ： 00～
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　５月22日(月)から各保健センターへ

河　芸
芸　濃
安　濃
白　山

中　央
久　居
美　里

ところ（保健センター名） とき（６月）

ところ（保健センター名） とき（７月）

28日㈬９ ： 30～11 ： 30
22日㈭９ ： 30～11 ： 30
21日㈬９ ： 30～11 ： 30
14日㈬９ ： 30～11 ： 30

11日㈫９ ： 30～11 ： 30
４日㈫13 ： 30～15 ： 30
３日㈪９ ： 30～11 ： 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　６月29日(木)14時～15時30分
ところ　美杉保健センター
定　員　先着４人
申し込み　５月22日(月)から同保健センターへ

　６月下旬に受診券を発送します。
　健康管理に役立てるため、ぜひこの機
会にご利用ください。
　詳しくは広報津６月16日号と同時配布
の「平成29年度　津市がん検診と健康診査
のご案内」をご覧ください。

７月から始まります！
平成29年度 津市がん検診と健康診査（39歳以下）

津市ピンクリボンは、乳がん・子宮
がんはもちろん、全てのがんの早期
発見・早期診断・早期治療の大切さ
を伝える津市オリジナルのシンボル
マークです。

「大切な命のために　受けよう　がん検診」

津市ピンクリボン



健康づくりだより

折り込み紙
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　がんや循環器病の予防や治療効果を高めるためには禁煙が大切です。
　タバコの煙は、吸う人や周りの人の健康に影響を与えます。換気扇の下やベラン
ダでの喫煙でも、煙がしばらく髪や衣服など身体にまとわりつき、その臭いや有毒
性から「サードハンドスモーク」と言われています。津市では、第３次健康づくり
計画で「受動喫煙を防ごう」を目標に掲げ、妊婦や子どもたちをたばこの煙から守
るような取り組みを進めます。
　５月31日から禁煙に挑戦してみませんか？

５月31日は「世界禁煙デー」 ５月31日～６月６日は「禁煙週間」

歯の健康展歯の健康展 参加費
無料

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

どなたでも １階　中央保健センターロビー
２階　健康教室

１階　中央保健センターロビー

１階　中央保健センターロビー

３階
生活文化情報センター（展示室）・
ギャラリー

３階
生活文化情報センター（展示室）・
ギャラリー

２階　健康教室

２階　栄養指導室

どなたでも
なし

なし

不要

不要

不要

不要

当日先着
（午前）90人
（午後）45人

※血液サラサ
ラチェックは
当日先着
（午前）70人
（午後）40人

当日整理券を配布
（午前）９：45～
（午後）12：30～

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

当日先着30人

当日先着
100組

10：00～12：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～14：30

10：00～14：30

10：00～14：30

表彰式
【１部】11：30～
【２部】14：30～

どなたでも

どなたでも

表彰式の観覧はど
なたでも　※コン
クールの参加・応
募は下記①②をご
覧ください

３～７歳児

義歯などを使用
している人

小学生以下の
子どもと保護者

歯の健診・お口の衛生指導

フッ化物（フッ素）塗布
（注）塗布後30分間は飲食できません。

義歯の洗浄とお手入れ相談、スポーツマ
ウスガードおよびいびき防止装置の展示

栄養相談、糖分量の展示、歯と食のクイ
ズ、血液サラサラチェック

親子で一緒に楽しくクッキーを作ろう！

歯科保健図画・ポスターコンクール出品
作品の展示、むし歯予防や健康に関する
啓発コーナー、バルーン配布など
コンクール・表彰式
【１部】歯科保健図画・ポスター、よい歯
　　　の児童・生徒コンクール
【２部】8020運動、親と子のよい歯のコン
　　　クール
※歯科保健図画・ポスターコンクール出品作品の展示は、６月３日（土）・４日（日）に行います。

津リージョンプラザ
10：00～15：00

6月４日～10日は「歯と口の健康週間」

～「おいしい」と「元気」を支える 丈夫な歯～ 6月4日■日

対　象　①80歳以上で自分の歯が20本以上ある人
　　　　②ほとんどむし歯がなく健康な歯を持つ３歳～就学前の幼児と
　　　　　父親または母親
定　員　①②とも先着各20組
申し込み　５月19日(金)から中央保健センター(　229－3164)へ
※入賞すると、氏名・年齢・写真などが、新聞やテレビ
　などに掲載される場合があります。

8020運
動

親と子のよい歯の

コンクール

参加者募集！

問い合わせ(月～金曜日９：00～17：00)
　　　歯と口の健康週間事業実行委員会事務局　　225－1304　　223－3936
　　　中央保健センター　　　　　　　　　　　　229－3164　　229－3287
　　　教委教育研究支援課　　　　　　　　　　　229－3293　　229－3017



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

■子どもと本の心地よい居場所②(公共図書館編）
と　き　６月25日(日)13時30分～15時
内　容　公共図書館での児童サービスの実態や子ど
　もの居場所としての公共図書館の役割、大人の図書
　館活用と子どもとの関わりなどについて語ります。
講　師　林千智さん(多気町立勢和図書館司書)
■子どもと本の心地よい居場所③(子どもの本専門
　店編）
と　き　７月２日(日)13時30分～15時
内　容　子どもの本の専門店おはなしの森を始め
　られた経緯や子どもたちと本のことなどを読み
　聞かせなどの実演を交えて語ります。
講　師　青沼洋子さん(ＢookShopおはなしの森店主）

いずれも
ところ　津図書館２階研究会議室
定　員　各講座とも先着30人
申し込み　５月24日(水)９時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(　229-3321)

と　き　６月11日(日)10時～11時30分
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　子ども向けの落語
出　演　切磋亭琢磨さん
対　象　小学生以上
定　員　先着80人(申し込み不要)
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

　市内に在住・在勤・在学の人を対象に、除籍した
図書・雑誌を無償でお譲りします。持ち帰り用の袋
などを必ず持参してください。
●リサイクル本の検索、予約、取り置きなどはで
　きません。
●対象図書などがなくなり次第終了します。
●冊数は両図書館とも１人10冊以内(うち同名の雑
　誌は５冊まで)
■きらめき図書館
と　き　６月３日(土)９時～17時、４日(日)９時
　～16時
ところ　サンデルタ香良洲すこやかルーム
問い合わせ　同図書館(　292-4191)
■芸濃図書館　
と　き　６月10日(土)13時～15時
ところ　芸濃総合文化センター２階大研修室
問い合わせ　同図書館(　265-6004)

●６月４日(日)･･･アニメ｢とべないホタル(18分)、
　がんばれスイミー(26分)｣(計44分)
●６月18日(日)････映画｢父と暮せば｣(99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(申し込み不要、小学生以下
　は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

　一志図書館、久居ふるさと文学館、きらめき図
書館では、蔵書点検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をご利
用ください。ＣＤやビデオなどの視聴覚資料は、
破損の恐れがあるので、開館後、直接カウンター
へ返却してください。
■一志図書館
と　き　６月６日(火)～16日(金)
※毎月最終木曜日は館内整理のため休館していま
　すが、６月29日(木)は臨時開館します。
問い合わせ　同図書館(　295-0116)
■久居ふるさと文学館
と　き　６月20日(火)～30日(金)
問い合わせ　同文学館(　254-0011)
■きらめき図書館
と　き　６月27日(火)～７月７日(金)
問い合わせ　同図書館(　292-4191)

平成29年５月16日発行
津図書館
〒514-8611　津市西丸之内23-1
（津リージョンプラザ内）　229-3321
　http://www.library.city.tsu.mie.jp/

図書館たいむず図書館たいむず ６月
June

2017月刊

せっ さ ていたく ま

●特別整理期間(休館)のお知らせ●特別整理期間(休館)のお知らせ

●リサイクルフェア●リサイクルフェア

と　き　６月24日(土)10時30分～12時
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　６月３日(土)10時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)

●暮らしに役立つ図書館講座(無料)●暮らしに役立つ図書館講座(無料)

●子ども寄席(無料)●子ども寄席(無料)

●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)



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

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）

６月のおはなし会など６月のおはなし会など

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

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

1日・15日いずれも(木)14時15分～

1日・8日・15日・22日いずれも(木)15時～

①3日②10日③17日④24日いずれも(土)15時～

3日・17日いずれも(土)15時～

７日(水)15時～

10日(土)15時～

12日(月)10時30分～

18日(日)11時～

10日・24日いずれも(土)11時～

24日(土)14時～

1日(木)11時～

24日(土)15時～

7日・14日・21日・28日いずれも(水)15時～

9日(金)11時～　

3日(土)14時30分～　

11日(日)11時～

図書館職員

かたつむり

わらべ

かたつむり

どんぐり

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

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

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

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）

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)

絵本ＤＥお話しよう会
（大人向け・参加者が発表会形式でおこなう絵本の読書会)

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)

小さい子向きおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

内容など と　き 語り手

６月 図書館カレンダー６月 図書館カレンダー は、休館日
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津図書館

(　229-3321)９時～19時

(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
(　254-0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
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
美杉図書室
(　272-8092)９時～17時

きらめき図書館
(　292-4191)９時～17時

一志図書館   ※6月29日(木)は臨時開館します
(　295-0116)10時～18時

うぐいす図書館　※１・２日は特別整理期間のため休館します
(　 262-5000)10時～18時(土・日曜日、祝・休日は９時～17時)

8日(木)15時～　　　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

18日(日)10時～
※2階視聴覚室で開催

21日(水)10時30分～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

8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
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