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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。
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平成29年（2017年）

リニューアルした伊勢湾海洋スポーツセンターで合同練習中の三重大学・津工業高校・海津明誠高校(岐阜県)のヨット部の皆さん（４月23日）表紙
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津市産業・スポーツセンター最新情報

NEWS

全国規模のスポーツ大会が新たに４大会決定

平成二十九年秋巡業 大相撲「津場所」開催決定

と　き　11月３日(金・祝)・４日(土)

◆吉田沙保里杯
　津市少年少女レスリング選手権大会

と　き　平成30年１月27日(土)
◆第42回日本ハンドボールリーグ(ＪＨＬ)

と　き　12月３日(日)
◆サオリーナ杯ドッジボール選手権2017

と　き　平成33年３月25日(木)～28日(日)

◆平成32年度
　第48回全国高等学校選抜卓球大会

と　き　10月18日(水)　開場８時　打ち出し(終了)15時
入場料　★マークは記念座布団付き　
　タマリＳ席 14,500円★／タマリＡ席 14,000円★　
　ペアマスS席(２人席)  23,000円★／1人マスＡ席 11,000円★
　イスＳ席 8,000円／スタンドイス席(２階席)  5,000円
　車いす席(２人席) 18,000円
チケット一般発売日　７月８日(土)
チケット取り扱い所
　三重テレビ放送ホームページ(http://www.mietv.com/)
　メッセウイング・みえ(Ｔ223-4655)
　チケットぴあ(Ｔ0570-02-9999　Pコード：835-609)
　ローソンチケット(Ｔ0570-084-004　Ｌコード：45201)
問い合わせ　三重テレビ放送事業部(Ｔ223-3380)

　市内全域から集結した市民の皆さんが一斉に音楽に合わせ、心を一つに健康
体操を披露します。10月1日(日)の産業・スポーツセンターオープンに向けて着々
と練習を重ねた成果を、会場でご覧ください！

900人規模に拡大
48チーム800人が参加

900人規模津市で初開催

必見！必見！

新着情報新着情報

新着情報新着情報

産業・スポーツセンター推進室　　229-3375　　229-3247

オープニングイベントを飾る健康体操

オープニングイヤーの見どころ！

予約発売日　６月24日(土)・25日(日) 10時～18時
申し込み　　0570-308-5678
※予約申し込み時に発行される予約番号を、セブンイレブンまたはサークルＫサンクス、
　ぴあ店頭で提示し、代金をお支払いいただくとチケットが発行されます。

チケットぴあ特電予約のご案内チケットぴあ特電予約のご案内

７年ぶりに
津市で開催
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10月７日　８日　開催
津まつり参加者募集！

問い合わせ　観光振興課　　229－3234　　229－3335

高虎時代絵巻

和船山車引き船衆

　藩主高虎公の姿を再
現した時代絵巻。衣裳
を身に付けて、勇壮な
パフォーマンスを演じ
ませんか。

※役柄、人数などは応募用紙でご確認ください。
　津市が誇る日本最大級の和船山車「安濃津
丸」。一日船長を乗せてみんなで引っ張り、まつ
りを盛り上げよう。

総おどり(団体対象)
　フェニックス通りを埋め尽くす総おどりにぜひ
ご参加ください。

※踊りの講師派遣もしています。

企業・団体出展コーナー
　旧津中央公民館前会場への企業・団体・グルー
プなどの出展を募集します。(営利目的を除く)

※営利目的の出店は、フェニックス会場へお願い
　します。

いずれも
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、それぞれの申し込み先へ
　※総おどりを除き応募者多数の場合は抽選
締め切り　６月30日(金)消印有効▲

雨天時の開催は、行事によって異なります。▲

ステージ出演については、広報津６月１日
　号をご覧ください。
その他の問い合わせ
フェニックス会場への出演・出店
津商工会議所　　228-9141
お城西公園会場への出演
安濃津よさこい実行委員会　　226-8888

と　き　10月８日　10時～17時
ところ　旧津中央公民館前周辺

と　き　10月８日　10時ごろ～15時ごろ
対　象　中学生以上で５人以上のグループ

と　き　10月８日　11時ごろ～15時ごろ
ところ　裁判所前～三重会館前～岩田橋ほか

と　き　10月７日　19時～21時
ところ　フェニックス通り
曲　目　津のまち音頭、津音頭ほか

「津のまち音頭～つぅ津々浦々～」踊り講習会
　「津のまち音頭～つぅ
津々浦々～」の踊り講習会
を開催します。地域のお祭
りや盆踊り大会などで、
「津のまち音頭～つぅ津々
浦々～」をみんなで覚えて
楽しく踊りましょう。

講習会日程
とき（７月） ところ

４日㈫13時30分～15時
６日㈭19時～20時30分
７日㈮19時～20時30分
10日㈪19時～20時30分
11日㈫19時～20時30分
12日㈬19時～20時30分
14日㈮19時～20時30分
18日㈫19時～20時30分
20日㈭19時～20時30分
21日㈮19時～20時30分

美杉総合文化センター多目的ホール
久居総合福祉会館体育室
白山総合文化センター多目的室
安濃中公民館多目的ホール
サンデルタ香良洲大ホール
美里社会福祉センターホール
芸濃総合文化センター市民ホール
一志農村環境改善センター多目的ホール
中央公民館（津センターパレス２階）
市河芸庁舎防災研修室

踊りの動画、音源のダウンロードは

津のまち音頭
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問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330
新しい総合計画の案を作成しました
皆さんのご意見をお聞かせください

2
TSU NEWS

問い合わせ　資産税課　　229－3132　　229－3331
住宅改修に伴う固定資産税の減額

　住宅(賃貸住宅は除く)について次の改修を行った場合、改修が完了した日から３カ月以内に申告
すると、翌年１年間の固定資産税が減額されます。申告方法など詳しくはお問い合わせください。

パブリックコメント

津のまち未来カフェ

津市　次期総合計画│

　これからのまちづくりを描いた「津市総合計画
基本構想・第２次基本計画」(案)を作成しました。
パブリックコメントや「津のまち未来カフェ」と
題した意見交換会を実施しますので、ぜひご意見
などをお聞かせください。計画(案)は、津市ホー
ムページで６月16日(金)からご覧いただけるほ
か、政策課、総務課情報公開室、各総合支所地域振
興課で冊子を閲覧できます。(７月31日(月)まで)

募集期間　７月１日(土)～31日(月)必着
提出方法　郵送またはファクス、Ｅメールで、住所、氏
　名、電話番号・メールアドレス、意見などを政策課（〒
　514-8611 住所不要、M229-3101@city.tsu.lg.jp)へ

　カフェで仲間と語り
合うような気軽な雰囲
気で、新しい総合計画
やこれからの津市の未
来について語り合う場
です。誰でも参加でき
ますで、ぜひお越しく
ださい。
と　き　７月22日(土)13時～16時30分
ところ　市本庁舎８階大会議室
申し込み　電話またはファクス、Ｅメールで、住   
　所、氏名、年齢、性別、電話番号・メールアド
　レス)を政策課(M229-3101@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　７月３日(月)

工事の種類 減額要件（以下の全てを満たしていること） 減額税額（※） 工事内容

耐震改修

●昭和57年１月１日以前から所在する住宅であること

●平成30年３月31日までに完了した改修工事であること

●居住部分の床面積が総床面積の２分の１以上であるもの

●一戸当たりの工事費用が50万円を超えていること

●上記の要件に加え、改修工事に伴い新たに長期優良住宅の認定を

　受けた住宅であること

居住部分１戸当

たり120㎡までの

部分の固定資産

税額の２分の１

居住部分１戸当

たり120㎡までの

部分の固定資産

税額の３分の２

●上記の要件に加え、改修工事に伴い新たに長期優良住宅の認定を

　受けた住宅であること

居住部分１戸当

たり120㎡までの

部分の固定資産

税額の３分の２

現行の耐震基準に適合す

る耐震改修工事

バリアフリー
改修

●新築された日から10年以上を経過した住宅

●平成30年３月31日までに完了した改修工事であること

●居住部分の床面積が総床面積の２分の１以上であるもの

●改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること

●補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること

●65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障

　がい者のいずれかが居住していること

居住部分１戸当

たり100㎡までの

部分の固定資産

税額の３分の１

通路・出入口の拡幅、階

段の勾配の緩和、浴室の

改良、トイレの改良、手

すりの取り付け、床の段

差の解消、引き戸への取

り替え、床表面の滑り止

め化など

省エネ改修

●平成20年１月１日以前から所在する住宅であること

●平成30年３月31日までに完了した改修工事であること

●居住部分の床面積が総床面積の２分の１以上であるもの

●改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること

●現行の省エネ基準に適合する工事であること

●補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること

居住部分１戸当

たり120㎡までの

部分の固定資産

税額の３分の１

窓の断熱改修工事（必須）、

窓の断熱改修工事と併せ

て行う床・天井・壁の断

熱改修工事

※適用が受けられるのは、１戸につき１回限りです。なお、耐震改修とバリアフリー改修に伴う減額、または耐震改修と省エネ改修
　に伴う減額はそれぞれ重複して適用することはできません。
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問い合わせ　子育て推進課　　229－3390　　229－3451
結婚♡支援事業を募集

　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
募集します。創意工夫ある優秀な企画を提案し、
実施した事業の経費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　※平成
30年２月28日(水)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
選定方法　提出書類などをもとに選定委員会で審
査し、補助金を交付する事業を決定します。
補助金額　対象経費のうち上限10万円
申込期間　７月３日(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
で配布の募集要領をご覧ください。

3
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問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247
夏は市営プールで泳ごう
シーズン到来！

津市民プール  

屋内25ｍプール(水深0.9～1.2ｍ)
屋外50ｍプール(水深1.3～1.7ｍ)
屋外児童プール(水深0.3～0.6m)

一般用25ｍプール(水深1.0～1.2ｍ) 
スライダー付小学生低学年用プール(水深0.7m)
幼児プール(水深0.4～0.5m)スライダープール(長さ約50ｍ、２本)

流水プール(長さ123ｍ、水深0.9ｍ)
50ｍプール(水深1.1～1.3ｍ)
幼児プール(水深0.3ｍ・0.5ｍ)

屋
外

屋
内

公開日時

屋外児童プール

7 1 OPEN7 1 OPEN 7 15 OPEN7 15 OPEN

７月１日㈯～８月31日㈭９時～18時
30分　※７月11日㈫、８月８日㈫と
その他天候などにより休業
通年９時～21時　※毎月第２火曜日
は休業

 屋外50ｍ

※小学生以下は保護者同伴、中学生以下
　は17時以降保護者同伴

大学生以上

使用料(市外の人は２倍)
３歳以上の幼児・小学生 150円
中学生・高校生 200円

300円

久居中央スポーツ公園内プール

問い合わせ
●津市民プール　　237ー0656
●久居中央スポーツ公園内プール　　256－8001
　(公開日以外は久居体育館　255－6081)
●香良洲プール　　292－4306
　（公開日以外は香良洲総合支所地域振興課　292－4374）
●美里幼児プール(美里総合支所地域振興課)　　279－8111

屋
内

公開日時
７月15日㈯～８月31日㈭９時～17時
※天候などにより休業
※小学生以下は保護者同伴

11枚つづりの回数券あり

使用料(市外の人は２倍)
中学生以下 210円
高校生以上 420円

屋
内

公開日時
７月20日㈭～８月31日㈭10時～16時
※天候などにより休業
※小学生以下は保護者同伴

高校生以上

使用料(市外の人は２倍)
小学生未満 無料
小・中学生 50円

200円

美里幼児プール

7 20 OPEN7 20 OPEN
幼児用プール(水深0.5ｍ)

屋
内

公開日時
７月20日(木)～31日(月)10時～15時
※天候などにより休業
※小学生未満の幼児対象(保護者同伴)

※入水時はスイミングキャップの着用にご協力をお願いします。

使用料
無料

木

木

7 20 OPEN7 20 OPEN

香良洲プール

サオリーナ屋内プールのオープンに伴い、
津市民プールは９月30日(土)で閉館します。
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津市育休代替任期付職員を募集5
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問い合わせ　人事課　　229-3106　　229-3347　　

６月22日　から７月20日　まで受け付け

　育児休業を取得する職員の代わりに勤務する任
期付職員を募集します。
任　期　育児休業を取得する職員の育児休業期間
　内(１回の任期は最長３年間)
採用方法　試験の合格者は平成29年10月１日～平
　成34年９月30日の５年間採用候補者名簿に記
　載し、職員の育児休業の状況などに応じて採用

職務内容･勤務条件等　原則として正規職員と同様
給　与　条例等に基づき、給料、通勤手当、期末
　手当、勤勉手当などを支給(職務経験等がある
　場合は、一定の基準に基づき加算措置あり)
※申込方法など詳しくは津市ホームページまたは
　人事課・各総合支所地域振興課などで配布する
　受験案内をご覧ください。

木 木

6
TSU NEWS

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
ぜひ、ご応募ください

みんなで行こう。明るい選挙。

問　題
　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
　今年度は、市議会議員選挙が
予定されています。選挙で選ば
れた市議会議員は、一定の期
間、その　①　に就いて、市民
の皆さんのために働くことにな
ります。この定められた期間を 
　②　といいます。
　議会の解散や本人の退職がな
い場合は、任期が　③　するま
でその職に就きます。市議会議
員の任期は　④　年で、津市の

場合、平成30年２月４日までと
なり、任期満了日前　⑤　日以
内に市議会議員選挙が行われる
予定です。

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
選挙管理委員会事務局(〒514-

　8611 住所不要)へ
締め切り　７月７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

語 句
　30、４、公職、任期、
　満了

選挙啓発活動中！
津市明るい選挙
推進協議会

　津市明るい選挙推進協議会
は、選挙人の政治意識の向上と
公正かつ明るくきれいな選挙
を推進するため、平成18年に
発足し、選挙管理委員会と連携
して啓発活動を行っています。
　昨年度は、７月に行われた
参議院議員通常選挙の際に、
市内の商業施設や駅などで投
票日の周知や投票参加を呼び
掛けました。また、10月には市
民白バラ講演会を開催し、明る
い選挙推進強調月間の12月に
は、駅頭啓発を行い、明るくき
れいな選挙の推進や投票参加
を呼び掛けました。

学歴・免許等 生年月日

事務職 10人程度

⑴学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等
　学校・中学校またはこれらに相当すると市長が認める学校等を卒業(修了)した人または
　平成29年９月卒業(修了)見込みの人
⑵市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

昭和40年４月２日以降
平成11年４月１日まで
に出生の人

昭和40年４月２日以降
平成11年４月１日まで
に出生の人

保育士 21人程度 保育士登録を受けている人または平成29年９月までに保育士登録を受ける見込みの人

保健師 ９人程度 保健師(保健婦、保健士)免許を有する人

技能員
(調理員)

９人程度 中学校卒業以上の学歴を有する人

採用予定
人数職　種

受験資格

昭和40年４月２日以降
出生の人

※共通する受験資格…地方公務員法第16条(欠格条項)の各号の一に該当しない人で通勤可能な人
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伊勢本街道峠越えウオーク参加者募集
新日本歩く道紀行100選にも選ばれた道を森林セラピストと歩きませんか

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

　新日本歩く道紀行100選にも選ばれている歴史の道「伊勢本街道
コース」を森林セラピストと歩きませんか。ＪＲ名松線伊勢奥津駅を
出発し、かつて伊勢参りに使われた峠を越えます。南北朝時代に伊勢
国司として隆盛を極めた北畠氏にゆかりのある北畠神社や、美杉地域
の特産品が並ぶ道の駅美杉にも立ち寄ります。
定　員　50人
費　用　1,500円(昼食、保険代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
締め切り　６月30日(金)

7 9 9:30~(9:00から受け付け)
伊勢本街道コース(伊勢奥津駅集合)

久居公民館３階
講座室３

小学１～６年生
抽選15人 300円

７月25日㈫
①９時30分～11時30分
②13時30分～15時30分

久居公民館１階
講座室１

小学１～６年生
①②抽選各20人

1,500円
（材料費）

おもしろ陶芸教室
～ハニワや
　土偶を作ろう～

７月27日㈭
９時30分～12時

８月９日(水)
９時30分～11時

久居公民館１階
調理室

小学１～６年生
と保護者
抽選９組

１組
1,500円

親子で楽しく
パン作り

バードウォッチング
「ふくろうの子育て」
高校生の研究発表

と　き教室名 ところ 対象・定員 参加費

8
TSU NEWS

9
TSU NEWS

7
TSU NEWS

対　象　市内に在住・在学の小学生
申し込み　往復はがきで教室名、氏名(ふ
　りがな)、学校名、学年、性別、生年
　月日、保護者の住所、氏名、電話番号
　を教委久居教育事務所(〒514-1125 久
　居元町2354)へ
締め切り　７月12日(水)必着　
※１人１教室のみ、複数申し込みは無効。
　第２希望があれば明記。はがき１枚に
　つき１人(１組)の応募

　高校生や高等専門学校生、保護者の皆さんに、市内で「も
のづくり」に取り組んでいる企業を紹介します。当日は、企
業の担当者と直接対面して、会社の説明などを聞くことがで
きます。ものづくり企業への理解を深め、自分の将来や就職
先について考える場として、ぜひご活用ください。
対　象　県内の高校生(特別支援学校を含む)、高等専門学校
　生、保護者、教育関係者など

問い合わせ　教委久居教育事務所　　255－8861　　256－3931
夏休みわんぱく学校の参加者募集
陶芸教室やパン作り教室など思い出つくろう！

問い合わせ　経営支援課　　236－3355　　236－3356
高校生向け企業セミナー 企業LIVE津2017
｢ものづくり｣に興味のある人集まれ！

7 10 13:40~16:00
プラザ洞津（新町一丁目）月

伊勢本街道

北畠神社



○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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収税課
　229－3135　　229－3331

市民税・県民税の納付

交通政策課
　229－3289　　229－3336

踏み切りを使って線路横断を

環境政策課
　229－3212　　229－3354

夏の夜のライトダウンに
ご協力を

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築・増築などの
家屋調査にご協力を

久居分室
　255－8826

津北工事事務所
　267－0180　　268－5235

道路などにはみ出した
庭木などの剪定を

せん　てい

津南工事事務所
　254－5350　　255－5586

お知らせ

　立成地区は久居地域の東側
に位置し、人口の増加率が高
い地域です。団地の開発があ
り、子育て世代の流入が多く
活気があるまちです。

　高齢社会となり核家族化が進む中、世代間の
交流が希薄化しているため、三世代の家族を対
象に、日帰りバスを利用した研修を行ってい
て、近郊の植物園、文化・防災施設や公園など
への視察研修を通じて世代間交流を図っていま
す。参加者からは三世代で交流ができて大変楽
しかったと好評です。世代間でコミュニケー
ションが図れた結果、祖父母へ育児の手伝いを
お願いしやすくなり、親の育児負担が軽減した

り、親以外の愛情を受けることで子どもの社会
性が育まれたりしています。また、祖父母自身
も生きがいや充実感を感じられる良い機会と
なっています。

　今後も高齢者への取り組みはもちろん、子育
て世代とのつながりが密になるような取り組み
を実施し、子育て支援活動に力を入れていきた
いと考えています。

　第１期の納期限は６月30日
(金)です。忘れずに最寄りの金
融機関または郵便局、コンビニ
から納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、第２期
から口座振替になります。

　新築・増築・取り壊された家
屋を調査しています。調査は「固
定資産評価補助員証」を携帯し

た市職員が行いますので、ご協
力をお願いします。
　不審な場合は同補助員証の提
示を求めるか、お問い合わせく
ださい。

　庭木の枝葉など
が道路にはみ出し
ていると、歩行者
や車両の通行の妨
げになるだけでな
く、道路標識やカーブミラーが
見えにくくなったり、街路灯の
照明が遮られたりして、交通事
故を起こす原因になります。
　道路などにはみ出した木の枝

葉などは、各家庭・土地所有者
で剪定してください。

　地球温暖化対策の一環として、
市施設の一斉消灯を行います。
皆さんの家庭でもぜひライトダ
ウンにご協力ください。
と　き　６月21日(水)、７月７
日(金)いずれも20時～22時

　踏み切り設備のない場所での
線路横断は、一歩間違えれば重
大な死傷事故につながります。
踏み切り設備のない場所での線
路横断は絶対にやめましょう。

立成地区社会福祉協議会
会長  小椋 進 さん

どんな活動をしているの？

地域の特徴は？

今後力を入れていきたい活動は？

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334

三世代交流の様子

「立成地区社会福祉協議会」の紹介

vol.３



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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建築指導課
　229－3187　　229－3336

木造住宅除却補助
事業推進課
　224－5106　　224－9944

ボートレース津に遊びにきてね！

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

津のまん中ウォーク
七夕飾りと江姫・高虎さん
ゆかりの地ウォーク 教委生涯学習課

　229－3251　　229－3257

津が生んだ国学者について学ぼう
親子洞津谷川塾 環境政策課

　229－3212　　229－3354

夏休み親子エコ・クッキング講座
イベント

一身田公民館
　・　232－2108

夏休み子ども体験教室

昭和56年５月31日以
前に建築（着工）した
建築物のうち、耐震
診断で評点が0.7未満
の木造住宅

25件程度
６月16日㈮～７月
31日㈪
抽選日：８月末ご
ろ予定
※詳しい内容は申
請者へ郵送

対象住宅 募集戸数・期間

予算の範囲内で随
時受け付け。詳し
くはお問い合わせ
ください。

昭和56年５月31日以
前に建築（着工）した
建築物のうち、市長
が特に除却を必要と
認める老朽危険木造
住宅
※老朽危険木造住宅
の基準は柱の傾きが
1／20以上（平屋住宅
で軒高さが3.0ｍの場
合15㎝程度）

募　　集

プリザーブド
フラワー

陶芸

ポーセラーツ

1,000円

700円

８月２日㈬

教室名 と　き 費　用

８月４日㈮

８月５日㈯

1,000円

　倒壊する恐れのある木造住宅
を取り壊す場合、費用の一部を
補助します。
対　象　市内に補助対象住宅を
所有する人

補助金額　費用の３分の２(最高
30万円)

※補助金の詳細については、お
問い合せいただくか、津市ホー
ムページをご覧ください。

　七夕飾りに彩られた商店街と、
江姫や藤堂高虎公ゆかりの名所・
旧跡などを巡ります。コース途中
では、受け付け先着400人に「おい
しいもの」をプレゼントするほか、
安濃津ガイド会によるガイドもあ
ります。事前の申し込みは不要で
すので、お気軽にご参加ください。
と　き　７月２日(日)10時30分～
　11時30分受け付け　※雨天決行
集合場所　近鉄津駅西口
コース　近鉄津駅→四天王寺→
塔世橋→立町商店街→津観音
→大門大通り商店街→寒松院
→観音橋→丸之内商店街→津
城跡→津新町通り商店街→近
鉄津新町駅(約７㎞)

　６月22日(木)～25日(日)に
「まはろ骨盤整体」協賛レース
を開催！次のイベントを実施し
ますので、ぜひお越しください。
▶MAHAROA講演会　
　肩こり・腰痛はマッサージで
は治りません！あなたの姿勢は
大丈夫？姿勢やインナーマッス
ルについての講演会です。
と　き　６月25日(日)13時ごろ～
ところ　津市モーターボート競
走場１階ツキツクステージ
▶猫背矯正・骨盤矯正体験会
と　き　６月25日(日)９時30分
ごろ～16時ごろ
ところ　津市モーターボート競
走場２階展示スペース前通路
※入場料100円(20歳未満は無料)

と　き　７月22日(土)９時30分
～11時30分
ところ　谷川士清旧宅(八町三丁
目)ほか
内　容　谷川士清旧宅や反古塚
などの史跡の見学、茶道体験、
谷川士清を紹介した紙芝居
対　象　市内に在住・在学の小
学４～６年生と保護者
定　員　抽選20組
申し込み　はがき、またはＥメー
ルで「親子洞津谷川塾参加希
望」と明記し、住所、児童と保

護者の氏名、電話番号、学校名、
学年を教委生涯学習課(〒514-
　0035 西丸之内37-8、　229-
　3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　６月30日(金)必着

　自分だけのオリジナル作品づ
くりに挑戦してみませんか。
と　き　いずれも９時30分～11時

ところ　一身田公民館
対　象　市内に在住・在学の小
学３～６年生
定　員　抽選各20人
申し込み　直接窓口(返信用はが
き持参)、または往復はがきで、
希望の教室名、住所、氏名、学年、
電話番号を一身田公民館(〒
　514-0114 一身田町293-3)へ
締め切り　７月４日(火)消印有効

　環境にやさしい
料理教室です。親
子で楽しく調理し
ながら、家庭でで
きるエコな取り組
みを学びませんか。
と　き　７月26日(水)10時30分
～14時
ところ　アスト津５階橋北公民
館食工房
講　師　三宅秀佳さん(東邦ガス
料理教室講師)
対　象　市内に在住・在学の小
学生と保護者
定　員　先着12組
費　用　１人550円(食材費、保
険料を含む)
申し込み　電話で環境政策課へ
申込開始日時　６月20日(火)９時



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

7月の開催日程7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
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スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

ジュニアなぎなた教室

津市体育館
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み（８・９月）

建築指導課
　229－3187　　229－3336

一志総合支所
木造住宅の耐震相談会

募　　集

と　き　８月21日(月)・22日(火)・
24日(木)・25日(金)・28日(月)・
29日(火)いずれも10時～12時

ところ　久居体育館
定　員　抽選15人(初めての人優先)
費　用　4,000円(傷害保険料を含む)
対　象　市内に在住・在学の小・
中学生

申し込み　スポーツ振興課、津市

スポーツ協会、津市体育館、久
居体育館、津市民プール、各総
合支所地域振興課にある所定
の用紙に必要事項を記入し、直
接窓口またはファクスで提出
締め切り　７月20日(木)

　津球場公園内野球場と北部運
動広場の８・９月分のナイター
使用の申し込みを受け付けます。
申し込み　直接津市体育館窓口へ

申込期間　６月20日(火)～30日
(金)８時30分～21時30分

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　６月21日(水)10時～15時
ところ　市一志庁舎１階北玄関横
申し込み　電話で建築指導課へ

■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。

7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

５日㈬、14日㈮、27日㈭、31日㈪
７日㈮、11日㈫、20日㈭
７日㈮、11日㈫、20日㈭
５日㈬、６日㈭、10日㈪、14日㈮、26日㈬、27日㈭、31日㈪
６日㈭、10日㈪、26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）

４日㈫、11日㈫、18日㈫、25日㈫

11日㈫
21日㈮

５日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬

３日㈪

８日㈯、16日㈰、22日㈯

10日㈪
24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。

7月 31302928272625242322212019181716151413121110987654321
月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

津PR第１戦めざせ全場制覇！
津で初優勝！

津PR第１戦めざせ全場制覇！
津で初優勝！

SGオーシャン
カップ（丸亀）

GⅢ
浜名湖

GⅢ
平和島

日本財団会長杯争奪戦

日本財団会長杯争奪戦 戸田 GⅢ浜名湖 尼崎 尼崎

ウエスタンヤング（宮島）

ウエスタンヤング（宮島） 福岡 福岡 平和島

平和島 常滑 GⅡ江戸川

三国 戸田 大村 浜名湖

GⅢ住之江下関 蒲郡 桐生 SGオーシャンカップ（丸亀） 若松 下関 丸亀 下関

丸亀 蒲郡 若松 住之江 蒲郡 若松 桐生若松

桐生 GⅢ住之江 桐生 住之江 丸亀

びわこGⅡ江戸川 GⅠ浜名湖 宮島宮島 三国

多摩川 GⅠびわこ多摩川江戸川♡

宮島

徳山 徳山唐津 唐津 唐津芦屋GⅢ徳山芦屋♡

GⅠ浜名湖

日本モーターボート選手会会長賞

日本モーターボート選手会会長賞
休
　
館
　
日



133

広報 つ！　平成29年６月16日号 11

旧家の玄関先に保管されている講札

楠原宿

焼印

N

10 28

42

648

669

市芸濃庁舎

芸濃中 芸濃小

芸濃総合
文化センター

芸濃グラウンド

明小

至亀山市

芸濃IC

伊
勢
自
動
車
道

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

楠原宿

伊
勢
別
街
道

ますがた

ま が い ぶ つ

れ ん じ こ う し き り こ こ う し

こ う さ つ ば

こうふだ

　東海道の関宿(亀山市関町)の東の追分から分岐
した伊勢別街道は、鈴鹿川に架かる勧進橋を渡っ
た先の集落を抜け、小さな峠を越えるとすぐに芸
濃地域に入ります。磨崖仏で知られる石山観音へ
の道を右手に見送り、やがて街道は古い家並みが
残る楠原の宿場に入っていきます。
　楠原宿は、伊勢別街道の三つの宿場(楠原・椋
本・窪田)の一つで、関宿と椋本宿の間に位置
し、両宿を補完する役割を担っていました。街道
沿いのまち並みは、連子格子や切子格子を備える
歴史ある建物が軒を連ね、伊勢参宮の往来でにぎ
わった宿場の雰囲気を感じさせます。宿場の中ほ
どには街道が直角に折れ曲がる「桝形」が当時の

たたずまいを残しています。
　江戸時代後期の「伊勢路見取絵図」には、近く
に本陣や問屋場、高札場などが描かれ、かつて旅
籠であった旧家には、現在も講札が保管されてい
ます。これらの講札は伊勢参りを目的とした
「講」と呼ばれる集団の定宿を示した木札で、旅
人の目印として軒先に掲げられました。また、
「楠原宿」の焼印も残され、ともに宿場の歴史を
物語っています。
　楠原地区は、平成25年12月に策定した津市景
観計画で、昔ながらの格子が連なる歴史的なまち
並みや街道沿いの落ち着きあるたたずまい、周囲
の自然と調和した景観が継承されるよう「景観形
成地区」に位置付けられました。
　現在、自動車の往来は北側を通る道路(県道津
関線)が主に使われるようになって久しく、宿場
には通過車両の少ない落ち着いた時間が流れてい
ます。
　かつて参宮詣での人々がたどった楠原宿の緩や
かな下り坂を進むと、伊勢別街道は宿場を抜けた
先で中ノ川を渡り、椋本宿に向かう上り坂へと続
いていきます。

楠原宿
くす　はら じゅく



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

５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・・・・・・・・・・・・・

14件（59件）
0件（15件）

1,122件（4,972件）
790件（3,171件）

1人（3人）
109人（423人）

市民の動き
４月分

（平成29年累計）

悲しい数字

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市民体育大会・津市スポーツ
教室…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、ふれあい
スポーツ教室…同協会ホームペー

ジから
※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)

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,572世帯
（前月比570世帯増）

280,983人
（前月比273人増）

136,373人
144,610人

広報 つ！　平成29年６月16日号12

イベント

募　　集お知らせ
｢法定相続情報証明制度｣が開始
　相続手続きを簡素化するため、
提出された戸籍などから法務局が
法定相続人を確認し、戸籍謄本な
どに代わる公的証明書を無料で発
行する法定相続情報証明制度を、
５月29日から開始しました。
　津地方法務局不動産登記部門
(　228－4372)　※平日８時30
分～17時15分

朗読サロン
～小説を聞いてみませんか～
　７月６日(木)13時30分～15時
　久居ふるさと文学館２階視聴
覚室　　｢正義派｣志賀直哉／作、
｢駐車場にて｣小泉八雲／作ほか
　50人
　わらべ朗読部
会(　090－4189－
9547)

四季の彩り祭り｢七夕☆星祭り｣
　７月１日(土)10時～15時30分
　久居総合福祉会館南館３階　
　邦楽などのステージ発表、各
種体験コーナー　※当日、七夕☆
夢カード(100円)、生け花体験
カード(300円)を購入すると体験
コーナーや抽選会に参加できます。
　同祭り実行委員会事務局(　
255－3180)

第３回熟年男女のふれ合いの集い
　ともに楽しめる友達や支え合
えるパートナーと出会い、この先
の人生を楽しく暮らしましょう。
　７月16日(日)12時30分～16
時(受け付けは11時30分から)　
　橋南市民センター２階　　50
～70歳代で配偶者のいない人　
　90人　　1,000円
　津シルバークラブ(　293－1169)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　７月12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・軽易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123）

第22回ビーチバレーin御殿場2017
　新たに中高生の部ができました。
優勝賞品松阪肉５㎏を目指そう。
　８月20日(日)　　御殿場海岸
　男子、女子、男女混合の部…
１チーム4,500円、中高生の部
…１チーム3,600円
　いずれの部も３人１チームで７
月18日(火)までに同実行委員会
(観光振興課内、　229－3234)へ

■津市民体育大会

マレットゴルフ
弓道
水泳

夏休みジュニアボウリング教室
Ａコース

７月22日㈯
８月13日㈰
８月20日㈰

８月７日㈪～９日㈬
いずれも13：30～15：00

夏休みジュニアボウリング教室
Ｂコース

８月７日㈪～９日㈬
いずれも13：30～15：00

夏休みジュニアボウリング教室
Ｃコース

８月21日㈪～23日㈬
いずれも13：30～15：00

津グランドボウル（垂水）

久居ボウリングセンター（久居井戸山町）

津グランドボウル（垂水）

小学生 先着
各30人 各2,000円

海浜環境公園マレットゴルフ場（栗真町屋町）
三重武道館（栗真中山町）
津市民プール屋外50ｍプール

小学生以上
中学生以上

50ｍ完泳できる小学生以上

30人
なし
200人

６月19日㈪～30日㈮
６月19日㈪～７月20日㈭
６月19日㈪～７月21日㈮

６月27日㈫
９：00から

■ふれあいスポーツ教室

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

申込開始日 費　用種　目 と　き ところ 対　象 定　員

マレットゴルフ ７月８日・15日いずれも
土曜日９：30～12：30

ハンドボール ７月29日㈯９：30～16：00

海浜環境公園マレットゴルフ場（栗真町屋町）

津市体育館 高校生以上

小学生以上

男女各60人

30人

６月19日㈪～７月21日㈮

６月19日㈪～30日㈮

■津市民スポーツ教室
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

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、子育てを地域で支え
合う仕組みを提供しています。
子ども支援、子育て支援に大切
な知識を学んでみませんか？
　７月22日(土)・23日(日)・29日
(土)・30日(日)、８月５日(土)　　
中央公民館研修室Ａ　　2,500円
(テキスト代)　
　電話またはファクスで同センタ－
(　236－0120、　236－0121)へ

平成29年度下水道排水設備
工事責任技術者試験
　11月29日(水)13時～　　県生
涯学習センター(県総合文化セン
ター内)
　８月１日(火)～31日(木)に三
重県下水道公社ホームページに
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で
三重県下水道公社総務課(〒515-
0104 松阪市高須町3922)へ　
※当日消印有効
　同公社(　0598－53－2331)ま
たは下水道建設課(　239－1036)

税務職員採用試験(高卒程度)
　受験資格、申込期間、試験日
など詳しくは国税庁ホームペー
ジをご覧ください。
　一次試験９月３日(日)
　名古屋国税局人事第二課試験係
(　052－951－3511、内線3450)

みんな集まれ！
家族で楽しむミニコンサート
　７月８日(土)10時～11時30分
(受け付けは９時45分から)　　
久居総合福祉会館　　ピアノと
バイオリンの生演奏、楽器作り、
抽選会など　　１人500円　　
未就学児と家族　　　100人
　６月20日(火)からＥメールで
住所、参加者全員の氏名(ふりが
な)・年齢、電話番号、メールア

ドレスを子育てサークルegg(　
egg_2016@yahoo.co.jp)へ
　同担当(　080－1484－8955)

パパ教室とママサロン
▶お父さんと｢ふれ愛♡｣
　ベビーマッサージ
　７月23日(日)10時
～11時30分　　０歳
(ハイハイする前ま
で)の子どもと父親　　　10組
▶お父さんと一緒に作って遊ぼう
　～風船太鼓～
　７月23日(日)13時30分～15時
　２歳～未就学の子どもと父親
　　20組
いずれも　別室でママサロンを
同時開催　　高田短期大学(一身
田豊野)
　６月29日(木)からＥメールで
住所、父親・子どもの氏名、子
どもの年齢、電話番号を高田短
期大学育児文化研究センター(　
ikubun@takada-jc.ac.jp)へ
　同短期大学(　232－2310)

海辺の環境学習
｢三重の浜は宝の浜｣参加者
　７月９日(日)９時30分～14時
　阿漕浦海岸　　干潟の生き物・
浜の植物観察など　　小学生以上
※小学生は保護者同伴　　　50人
　６月20日(火)～30日(金)に、
ファクスまたはＥメールで海辺
の環境学習担当(　052－209－
6308、　pa.cbr-isewan-saisei
@mlit.go.jp)へ
　同担当(中部地方整備局内、　
052－209－6329)

観海流水泳教室
　津市指定無形文化財の古式泳法
「観海流」。ゆっくり遠くまで泳
ぐ技を楽しく学んでみませんか。
　７月～来年１月(第１・３火曜日)
18時～19時30分　※１月のみ第
３・４火曜日　　津市民プール　
※10月以降はサオリーナ屋内プー

ル　　小学３年生～高校３年生
　同担当(　090－3151－1853)へ

サマーキャンプスクール
　７月29日(土)13時15分～30日
(日)11時30分　　津市青少年野
外活動センター(神戸)　　飯ご
う炊さん、キャンプファイヤー
など　　市内に在住の小学４～
６年生　　　50人　　2,500円
　６月22日(木)～７月12日(水)
８時30分～17時に直接窓口また
は電話で同センター(　228－
4025)へ

ひらめき☆ときめきサイエンス
「光で発電！一から作る、あなた
が作る太陽電池」
　９月２日(土)・３日(日)いずれ
も９時～17時　※両日とも同内
容　　鈴鹿工業高等専門学校　
　シリコン太陽電池を一から
作ってモーターが回ることを体
験　　中学生　　　各10人　
　７月24日(月)までに同校ホー
ムページから申し込み
　同校総務課(　059－368－1717)

ファミリーエンジョイテニス
　７月17日(月・祝)10時～12時
　三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿
　テニスに触れ合い楽しむ教室
　３歳児～小学生と保護者　　
子どものみ300円
　７月５日(水)までに日本女子
テニス連盟三重県支部担当(　
080－5114－2133)へ

こころの県民公開講座
　７月１日(土)９時30分～11時
20分　　県人権センター(一身
田大古曽)　　「もの忘れと生活習
慣～いまからできること～」を
テーマにした講演　　250人
　県立こころの医療センター(　
235－2125)へ

もり
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コース・とき

とき（毎月） ところ
第１木曜日
13時～16時 市本庁舎

第２月曜日
13時～16時

久居総合福祉会館南館２階
談話室２

第３金曜日
13時～16時

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

とき（７月） ところ
４日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

10日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

13日㈭
13時30分～
15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

とき（７月） ところ

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

13日㈭
13時30分～15時
20日㈭
13時～16時
（受け付けは15
時まで）

グリーンハウス美杉２階
小研修室

無料相談

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～）

６月27日、７月４日・
11日・18日・25日、８
月１日
６月28日、７月５日・
12日・19日・26日、８
月２日
６月29日、７月６日・
13日・20日・27日、８
月３日
６月30日、７月７日・
14日・21日・28日、８
月４日

第32回市民健康広場
おじいちゃんとおばあちゃんが
孫と一緒に遊ぶふれあい広場
　７月９日(日)13時30分～15時
30分　　津地区医師会館(島崎町)
　ソフリエみえによる子育て応援
＆工作体験(バルーンや竹・紙細工
など)、シロモチくんとゴーちゃん
と遊ぼう(プレゼントあり)、こども
医療相談(小児科・耳鼻科・整形外
科・眼科・皮膚科)　　200人
　津地区医師会(　227－1775)

薬を知る講座
　７月９日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教
室　　「眠れない夜の薬の話 不
眠・不安時の薬と上手に付き合う
方法」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
　津薬剤師会(　255－4387)

認知症予防教室 
　７月14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｢指編みで認知症予防｣、
塗り絵でカレンダー作り(８月)
　市内に在住の65歳以上　　　
30人　
　６月30日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

健康ボウリング教室

　ラウンドワン津・高茶屋店　
　健康についての講義とボウリ
ング教室(全６回)　　各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 

６月26日～７月2日は強化週間
子どもの人権110番
相談電話Ｔ0120-007-110
　６月26日(月)～30日(金)８時
30分～19時、７月１日(土)・２
日(日)10時～17時
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

登記相談(要予約)
　毎月第２・４火曜日13時～16
時　　三重県土地家屋調査士会
館(河辺町)　　不動産(土地・建
物)の調査、測量、表示登記、境
界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

行政書士による専門相談
　毎月第１金曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※
12時から整理券(　　９人)を配
布　　津センターパレス３階　
　行政への申請、提出書類の作
成など
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

元公証人による法律相談
　毎月第４火曜日13時～16時(祝･
休日、年末年始を除く)　※12時
から整理券(　　９人)を配布　
　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時(祝・
休日、年末年始を除く)　　みえ
犯罪被害者総合支援センター(栄
町一丁目)　　犯罪の被害に遭っ
た人や家族の相談　※電話相談

や法律相談(予約制)などもあり
ます。
　同センター(　221－7830)

交通事故被害者支援センター
相談員による交通事故相談(要予約)

※祝・休日、年末年始を除く
　　各３人
　相談日の前日までに地域連携
課(　229－3105)へ

７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)

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)
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子どもも一人の人間です
　我が家には幼稚園に通っている男の子がお
り、休みの日には、家族で中勢グリーンパーク
に出掛けることがあります。そこは親子連れで
いっぱいで、子どもたちはすべり台やブランコ
などの遊具で遊んだり、ボール投げをしたり、
自転車に乗ったりして、誰もが楽しく過ごして
います。
　そんな中、私は我が子の成長を気にするあま
り、周囲の子たちと比べてしまい、他の子にで
きて、我が子にできないことがあると、家に
帰ってから「何でできないの？」と何度も言っ
てしまうことがありました。
　しかし、家族で子育ての講演会に行ったのが
きっかけで、我が子との接し方が変わりまし
た。講師の話は、親が子どもの気持ちを理解し
ていなければ、子どもに向かってどんなに大切
なことを言っても、子どもの心にシャッターが
下りてしまい、親の思いは届かないこと、しか
しその一方で、親は子育ての全てに責任を持ち
なさいという内容でした。
　私は普段我が子と接する機会が限られてい
て、一緒に過ごすまとまった時間を持つことが
できるのは週末くらいです。そのような状況
で、いろんなことができるようになってほしい
という親の思いだけが先走ってしまい、肝心の
我が子の気持ちを聞いていなかったことに気が
付きました。また、いつも親として、子どもの
立場に立って接していたか、子どもの視点で考
えていたかなど、考え直すべきところが多々あ
りました。

　子どもも一人の人間です。好きなこと、嫌い
なこと、得意なこと、不得意なことなど、誰に
でもあるものです。そして、性格も一人一人違
います。
　だからこそ、自分の価値観を押し付けたり、
気持ちを無視したり、他の子と比較したりする
のではなく、小さくても一つの人格を持った人
間として理解し、その個性を大切にしていきた
いと思います。

(40代  男性)

人権　 豆知識
知っていますか？
「人権擁護委員」

　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱
した民間ボランティアで、人権相談
を受けたり、人権の考えを広める活
動を行っています。市内では、津地
方法務局内の常設相談所で、主に面
接や電話による人権相談(土・日・
祝日を除く)に応じるほか、市内各
所で特設相談所を開設しています。
詳しくは、毎月広報津16日号に開催
日程を掲載していますので、ご利用
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。

　校歌の３番は、完成した日本語パートからインスピレーションを受けて作りました。直訳ではなく、リズムを合わせ、さら
に誰でも口ずさめる簡単な単語を使うよう心掛けました。1番の「♪あ・る・く」と3番の「♪On・we・go」は、ニュアンスとリズ
ムが同じで響きが良いだけでなく、実は「未来へ向かう」といった、英語ならではのメッセージも込められているんですよ。

　「都会はいいな」「駅の近くに住みたいな」、そんな声をよく聞きます。もちろん、それも素敵ですよね。
でも私は“All our children-津市の子どもたち-”に、いま皆さんがいる場所がいかに素晴らしく、可能
性が無限に広がっているかを知っていてほしいと願っています。

Q3 津市の子どもたちにメッセージを！

Q2 作詞のポイントと、お気に入りのパートは？

Q1 どんな思いで校歌を作りましたか？

米国テネシー州生まれ、津市美里町在住。平成７
年に来日し、現在大学で英語講師を務める。
４月１日に開校した県内初の義務教育学校「みさ
との丘学園」の校歌のうち、英語で歌われる３番の
作詞を手掛けた。

エドワード・スクラグスさん 
みさとの丘学園校歌  作詞者

撮影：みさとの丘学園グラウンド

校歌を練習する子どもたち

　“故郷”は、お気に入りの日本語のひとつ。作詞しながら、いつの間にか“Misato”が私の故郷になっていたことに気付
きました。津市で暮らして20年以上が経ちましたが、「手伝うことはない？」「これ食べて」と、いつも優しく声を掛けてくれる
ご近所の皆さんの心遣いに、日々感謝しています。そんな温かい住民の人柄や、美しい景色があふれる“Hometown-故
郷-”のことを、子どもたちに歌ってほしいと思いました。

生徒たちが歌う
みさとの丘学園の
校歌を聴いてみよう♪

ふるさと



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

第28回Music Reflection音楽会

JUNEの会 合同発表会

大人のための発表会

第41回うたおに音楽会

秋桜会カラオケの集い

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
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8

9

15

16

22

23

29

30

日

土

日

土

日

土

日

土

日

13:00

18:30

14:00

18:00

13:30

13:00

9:20

14:00

9:20

16:30

21:00

16:30

20:00

16:00

16:00

16:30

16:00

19:00

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

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５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６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５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６月16日発行～

4,800円
（全席指定）

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700円

前売り一般1,500円
 高校生以下 500円
当日　一般1,800円
 高校生以下 800円
 

月

2017

7

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

Music Reflection
　223-6718(若井）

津リージョンプラザ　
　229-3300

サンデーフォークプロモーション
　052-320-9100

JUNEの会
　226-1640(髙田)

　227-0340(鈴木)

みんなで歌う会
　090-2346-5516(荒木)

合唱団「うたおに」
　080-2629-2514

カラオケステージ秋桜
　090-3569-6138(藤井)

ギター倶楽部みえ
　090-8739-0936(原)

愛知腎臓財団
　052-962-6129(大島)

安濃津ギターアンサンブル
　090-5628-6143(秋田)

ジェイルハウス
　052-936-6041

南立誠地区老人クラブ連合会
　225-6070(上)

ナカムラ
　059-386-2200

三重県教育委員会事務局
教育総務課　　224-3301

市文化振興課
　229-3250

市文化振興課
　229-3250

第８回ギター倶楽部みえ演奏会

第10回市民公開講座 腎臓病と共に生きる

1

9

16

19

30

土

日

日

水

日

無　料

無　料

無　料

5,000円

無　料

19:00

13:30

14:00

18:30

14:00

20:30

16:00

15:30

20:30

16:30

学校防災リーダー等教職員研修会

17

26

27

月

水

木

無　料

無　料

無　料

12:00

13:30

13:00

17:00

16:45

17:00

■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

津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念映画
上映会」①釣りバカ日誌 ②人間魚雷出撃す

20 木 無　料13:00 16:20

■美里文化センター　文化ホール
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

津市民文化祭 舞台芸術部門「演劇」
嫁も姑も皆幽霊

奥華子コンサートツアー2017弾き語り
～遥か遠くに見えていた今日～

安濃津ギターアンサンブル 
フレンドリーコンサート

ローランドフェスティバル(オルガン部門)
楽器店大会

津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念映画上映会」
①聖の青春(日本語字幕付き）②俺は待ってるぜ

ＤＥＥＮ 47都道府県ツアー2017 
～Ｔｒｉａｎｇｌｅ 絆 Lap3～

Ｍ．Ｒ．Ｂ．ジャズコンサート

歌と踊りの集い(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）
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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)

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津リージョンプラザ
　229-3300

墨鈴会
　293-0548(川村)

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

■民謡の会
　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。
と　き　６月25日(日)10時30分～(10時開場)
ところ　サンヒルズ安濃ハーモニーホール
入場料　無料

■吹奏楽の午後
　市内で活動している学生の皆さんが日頃の練習
成果を発表します。
と　き　７月15日(土)13時30分～(13時開場)
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

■写真展
　市内で活動している皆さんの作品展示です。
と　き　６月28日(水)～７月２日(日)９時30分～
　16時30分　※２日は16時まで
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

■演劇「嫁も姑も皆幽霊」
　下町の老舗菓子処「みずさわ」を舞台にした真
夏の午後の、ちょっと不思議な物語です。
と　き　７月８日(土)18時30分～(18時開場)、
　９日(日)14時～(13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  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700円

◆舞台芸術部門◆◆舞台芸術部門◆

◆美術部門◆◆美術部門◆

■三重大学シリーズ？「発見塾」
と　き　７月15日(土)13時30分～15時
ところ　津リージョンプラザ２階健康教室
演　題　地震と津波から命を守る
講　師　　葉泰久さん(三重大学生物資源学研究
　科教授)
入場料　無料

◆文化講演会◆◆文化講演会◆

津市民文化祭

第13回墨鈴会水墨画展

津市民文化祭 美術部門
「写真展」

無　料

無　料

6月28日(水)～2日(日)
9:30～16:30
(2日は16:00まで）

6日(木)～9日(日)
9:30～17:00
(9日は16:00まで）

民謡の会

津リージョンプラザ　
　229-3300

津商業高校
　090-8672-4674(松生)

無　料

無　料

津市民文化祭 舞台芸術部門　
「吹奏楽の午後」

第62回三重県高等学校演劇大会
中南勢地区大会

15

28

29

30

土

金

土

日

13:30

10:00

15:30

17:00

■白山総合文化センター　しらさぎホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

写真展



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６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（７月） 内容など

26日（水）
10：00～
11：45

妊婦さんと赤ちゃんの
お口の健康
（歯科衛生士）

久　居

12日（水）
13：30～
15：15

妊娠中の食事について
（栄養士）

香良洲
一　志

ところ
（保健センター名） とき（７月）

24日（月）９：30～11：30
18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　６月23日（金）から各保健センターへ

健康相談
　保健師による相談や血圧測定などを行います。
と　き　７月５日(水)９時30分～11時
ところ　安濃保健センター
対　象　成人
定　員　先着３人
申し込み　６月23日（金）から同保健センターへ

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　７月20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　６月26日（月）から同保健センターへ

栄養士による栄養相談
と　き　７月５日(水)９時30分～11時
ところ　安濃保健センター
対　象　成人
定　員　先着３人
申し込み　６月23日（金）から同保健センターへ

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25人、久居保健セン
　ター先着35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　６月26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
（７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

12日（水）
13 ： 30～
15 ： 00

21日（金）
13 ： 30～
15 ： 00

　近所の仲間でつくったグループや老人会、ＰＴＡ
の活動など、団体からの依頼により、保健師・栄養
士・歯科衛生士などが地域の会場に出向き、健康講
話や体操、健康相談を行う「元気づくり教室」を開催
しています。
回　数　１団体につき、年間２回程度
日　時　原則として月～金曜日の９時～17時(木曜
日は除く)

内　容　健康に関すること(例：骨の健康、生活習
慣病予防についてなど)

費　用　無料
申し込み　開催予定日の１カ月前までに各保健セン
ターへ

出前健康教室・健康相談
「元気づくり教室」の活用を！
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肝炎ウイルス検診
対　象　40歳の人、41歳以上で過去に津市の肝炎
　ウイルス検診を受診していない人
受診料　700（300）円

前立腺がん検診
対　象　55・60・65・70・75歳の男性
受診料　600（300）円
日　程

がん検診・39歳以下健康診査（集団）

６月26日㈪

６月26日㈪

７月14日㈮

７月18日㈫

７月10日㈪

７月10日㈪

７月３日㈪

７月５日㈬

７月７日㈮

７月12日㈬

７月15日㈯

　　19日㈬

　　23日㈰

　　25日㈫

　　28日㈮

８月５日㈯

　　９日㈬

７月18日㈫

　　23日㈰

８月４日㈮

８月23日㈬

７月25日㈫

８月28日㈪

８月９日㈬

８月８日㈫

　　29日㈫

７月31日㈪

７月26日㈬

近畿健康管理
センター
※午前の受け付け
　は８：30から

三重県健康管理
事業センター
※午前の受け付け
　は８：30から

久居体育館

久居総合福祉会館

河芸保健センター

安濃保健センター

美里保健センター

一志保健センター

白山保健センター

太郎生多目的集会所

申し込み
開始日と　き検診会場

前立腺がん肝炎ウイルス
13：30

～

15：00
9：00

～

11：00
13：30

～

15：00
9：00

～

11：00

○

○

○

○

○

○

○

10

10

10

10

10

10

10

－

10

10

10

○

○

○

○

○

○

○

5

5

5

5

5

5

5

－

5

5

5

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

5

－

－

－

●検診の受診には電話予約が必要です（結核検診を除
　く）。　※祝・休日を除く月～金曜日８：30～17：15

●対象年齢は平成30年３月31日現在の年齢です。
●予約・受診の際には受診券が必要です。
●定員はいずれも先着順です。
●受診料のかっこ内は国民健康保険被保険者および
　75歳以上の人の金額です。
●非課税世帯・生活保護受給世帯の受診料は全額免
　除です（証明書が必要）。
●子宮頸がん、乳がん検診推進事業の対象の人は、
　「無料クーポン券」をご利用ください。

検診会場
近畿健康管理センター
三重事業部「KKC健康スクエア」
（あのつ台四丁目）

上記以外
（三重県健康管理事業センター
「健診センターサンテ」など）

予約先

　233－5489

　221－5115

７月～８月（一部）

健康診査
対　象　19～39歳の人
受診料　1,600（500）円
日　程

近畿健康管理
センター

三重県健康管理
事業センター

一志保健センター

検診会場 と　き 定員
（人）

申し込み
開始日

７月15日㈯・25日㈫
いずれも８：30～11：00

７月15日㈯・19日㈬・23日㈰・25
日㈫・28日㈮、８月５日㈯・９日㈬
いずれも13：30～15：00

７月19日㈬・23日㈰・28日㈮、
８月５日㈯・９日㈬
いずれも８：30～11：00

７月18日㈫・23日㈰、８月10日㈭
いずれも13：30～15：00

６月26日㈪

６月26日㈪

７月12日㈬

各40

40

各20

各10

各30

８月８日㈫13：30～15：00

食中毒にご注意ください
　食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが
食べ物に付着し、体内へ侵入することで発生し
ます。
食中毒を防ぐために
●調理をするときや、食べ
る前にはしっかり手を洗
いましょう。
●食品を買うときは消費期

限を確認し、帰宅
後すぐに冷蔵庫や
冷凍庫などで保存
しましょう。
●食品は十分に加熱
して調理しましょ
う。保存した食品を温め直す時も、十分に加
熱しましょう。
●食品を保存するときは、冷蔵庫は10℃以下、
冷凍庫は－15℃以下を維持しましょう。

※○は定員無し、数字は定員(人)

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

－

10

－

－

－
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６月26日㈪

６月26日㈪

７月10日㈪

７月12日㈬

７月７日㈮

７月５日㈬

７月３日㈪

７月18日㈫

７月14日㈮

６月26日㈪

６月26日㈪

７月３日㈪

７月18日㈫

７月５日㈬

７月７日㈮

７月10日㈪

７月12日㈬

７月15日㈯

　　19日㈬

　　23日㈰

　　25日㈫

　　28日㈮

８月５日㈯

　　９日㈬

７月18日㈫

　　23日㈰

　　31日㈪

８月10日㈭

７月28日㈮

８月23日㈬

７月25日㈫

８月28日㈪

８月９日㈬

８月８日㈫

７月31日㈪

７月26日㈬

近畿健康管理
センター
※午前の受け付け
　は８：30から

三重県健康管理
事業センター
※午前の受け付け
　は８：30から

久居体育館

河芸保健センター

美里保健センター

安濃保健センター

一志保健センター

白山保健センター

太郎生多目的集会所

久居体育館

河芸保健センター

美里保健センター

一志保健センター

白山保健センター

太郎生多目的集会所

申し込み
開始日と　き検診会場

大腸
がん

13：30

～

15：00
9：00

～

11：00

30

40

40

30

40

40

40

22

22

22

22

45

45

45

45

45

－

45

45

40

40

40

40

40

40

40

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

45

40

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

50

50

50

50

50

－

50

50

35

35

35

35

35

35

35

26

26

26

26

40

40

40

40

40

－

40

40

40

40

40

40

40

40

40

5

5

5

5

－

－

－

－

－

50

－

50

－

14

14

14

－

14

14

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

７月15日㈯

　　19日㈬

　　23日㈰

　　25日㈫

　　28日㈮

８月５日㈯

　　９日㈬

７月18日㈫

　　23日㈰

　　31日㈪

８月10日㈭

７月28日㈮

８月23日㈬

７月25日㈫

８月28日㈪

８月８日㈫

７月31日㈪

７月26日㈬

近畿健康管理
センター
※午前の受け付け
　は８：30から

三重県健康管理
事業センター
※午前の受け付け
　は８：30から

申し込み
開始日と　き検診会場

乳がん
(エコー)

乳がん
(マンモ)子宮がん

9：00

～

11：00
13：30

～

15：00
13：30

～

15：00
9：00

～

11：00
13：30

～

15：00
9：00

～

11：00

35

35

35

35

35

35

35

25

25

－

－

－

－

－

－

－

－

－

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

15

15

15

15

15

15

15

20

20

－

－

40

－

40

－

－

－

40

15

15

15

15

15

15

15

－

－

20

－

－

40

40

40

40

40

40

15

15

15

15

15

15

15

15

15

－

－

－

40

－

－

－

－

－

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

40

－

－

－

40

－

－

胃がん

9：00

～

11：00
8：30

～

11：00
9：00

～

11：00
13：30

～

15：00

X線 内視鏡

胸部Ｘ線検診（肺がん／結核）
対　象　40歳以上の人（65歳以上の人は、肺がん検
　診か結核検診のいずれか一方）
受診料　500（200）円、かく痰検査は700（500）円
　追加／結核検診は無料
※近畿健康管理センター・三重県健康管理事業セン
　ターについては、肺がん検診のみ受診可
日　程

大腸がん検診
対　象　40歳以上の人
受診料　500（300）円
※申込期間は、各実施日の10日前まで

胃がん検診（Ｘ線／内視鏡）
対　象　40歳以上の人
受診料　Ｘ線検査は1,000（600）円／内視鏡検査は
　3,000（1,000）円

たん

子宮がん検診
対　象　20歳以上の女性
受診料　1,000（600）円

乳がん検診（Ｘ線：マンモグラフィ）
対　象　40～60歳で偶数年齢の女性、61歳以上で
　前年度に津市が実施した乳がん検診(マンモグラフィ)
　を受診していない女性
受診料　1,500（700）円

乳がん検診（超音波：エコー）
対　象　30～39歳の女性、41～59歳の奇数年齢の
　女性
受診料　1,000（500）円
日　程

※数字は定員(人)

※数字は定員(人)

胸部X線
（肺がん/結核）



健康づくりだより

折り込み紙
広報津

未成年（17～19歳）

55
54
53
52
51
50
49
48

（％）

中学２年生
「計画策定アンケート（H27年度）」より
小学５年生

53.8％
52.3％

50.2％

あなたの健康づくりを応援します！ 「健康づくり教室」のご案内

　妊娠初期の妊婦が感染することによる赤ちゃん
の先天性風しん症候群の発生を防ぐため、風しん
の予防接種を受ける場合に、費用を助成します。
対象者　津市に住民票があり、下記に該当する人
　①妊娠を予定、もしくは希望している女性で風
　　しん抗体価が低い人
　②妊娠を予定、もしくは希望している風しん抗
　　体価が低い女性の同居者で、風しん抗体価が
　　低い人
　③風しん抗体価が低い妊婦の同居者
　※風しん抗体価が低い＝HI法32倍未満または
　　EIA法8.0未満
　※風しんの抗体検査については津保健所健康増
　　進課(　223-5184)へお問い合わせください。
助成回数　対象者１人につき１回
助成額　接種費用の２分の１(上限5,000円)　　
　※ただし、生活保護受給者は接種費用の全額(被
　　保護証明書が必要)
助成対象期間　来年３月31日(土)まで

申請方法　健康づくり課または各保健センターの
　窓口で申請を受け付けています。郵送で申請す
　る場合は、ご不明な点がありましたら事前に健
　康づくり課へ確認の上、申請してください。
必要書類
●風しん予防接種費用助成申請書(各保健センター
　にあります。また津市ホームページからもダウ
　ンロードできます。)
●接種の際の領収書原本(被接種者名、予防接種名、
　接種日、支払った金額、医療機関名が分かるもの)
●助成金の振込口座を確認できる書類
●対象者が①の場合は、接種者本人の風しん抗体
　価が低いことが分かる書類
●対象者が②の場合は、妊娠を予定、もしくは希
　望している女性と接種者本人の風しん抗体価が
　低いことが分かる書類
●対象者が③の場合は、妊婦の母子健康手帳およ
　び母子保健のしおり
※窓口で申請する場合は、印鑑(スタンプ印は不
　可)も持参してください。
申請期限　来年３月31日(土)必着

　皆さん、毎日朝ごはんを食べていますか？
　朝ごはんを食べると集中力や記憶力が向上する
とともに、生活習慣病を防ぐ効果があります。

　下のグラフは、朝ごはんとして、ごはん・パンなど
の「主食のみ」を食べている人の割合です。
　特に思春期の頃までは体を作る大切な時期で
す。できれば主食だけで済まさず、肉・魚・豆類など
のたんぱく質や野菜、乳製品を追加して栄養バラン
スが取れた朝ごはんになるよう心掛けましょう。

　楽しく学べる健康づくり教室を開催します。
今のあなたに役立つ「プラス１(ワン)」の健康
情報が満載です。知識だけでなく、体験を通し
て健康づくりを始めましょう。
　健康づくり教室修了後、希望者は、地域で仲

間と一緒に健康づくりをすすめる『健康
づくり推進員』として活動することがで
きます。まずは自分自身が健康になり、
家族や地域の健康づくりを一緒に考え
てみませんか。

風しん予防接種の費用を助成

定　員　各先着30人
申し込み・問い合わせ　６月26日(月)から直接窓口または電話で各保健センターへ

ところ（保健センター名）
美　杉
久　居
中　央

と　き
７月11日㈫13時30分～15時30分
７月25日㈫10時～12時
７月28日㈮13時30分～15時30分

テーマ
もう転ばない！足腰貯筋生活！
体を動かそう！～今から始める秋バテ予防～
チャレンジ体力測定！～運動で若返りを～

第３次健康づくり計画
ワンポイントアドバイス

時短！簡単！レシピ
卵と具を混ぜ合わせ、ラップを
かけて、レンジで約１分半。ケ
チャップやこしょうなど、お好
みの調味料をプラスして「スパ
ニッシュオムレツ」の完成！

具はお好みで♪
「主食のみ」を食べている人の割合
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　国民健康保険(以下｢国保｣という)の保険料納入
通知書は、７月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発
送する予定です。

平成29年度国民健康保険料納入通知書の送付平成29年度国民健康保険料納入通知書の送付 保険料の計算例保険料の計算例

　世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯
の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯
主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と
国民健康保険料(以下｢保険料｣という)の納付義務
を負い、国保の現金給付を受ける権利があります。

所得割額の計算方法
所得割額＝基準総所得金額×料率
※基準総所得金額…所得合計額から基礎控除額33
　万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下
　の場合は０円)。なお、世帯の所得割額を算出す 
　る際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。

保険料の納付義務者は世帯主保険料の納付義務者は世帯主

　年間の保険料は次のように計算します。

保険料の計算方法保険料の計算方法

※介護分保険料(介護保険第２号被保険者分)は、
　加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がい
　る場合に掛かります。
※平成29年度から限度額が変わりました。

国民健康保険料 ①医療分保険料

③介護分保険料②後期高齢者支援分保険料

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

Ｃ
世帯別
平等割額

1世帯2万1,600円

Ｂ
被保険者
均等割額

1人2万9,100円

Ａ
所得割額
(料率8.0％)

医療分保険料
(限度額54万円) ＋

＋

＋

＝ ＋

Ｆ
世帯別
平等割額
1世帯7,600円

Ｅ
被保険者
均等割額
1人1万500円

Ｄ
所得割額

（料率2.9％）
後期高齢者
支援分保険料
(限度額19万円)

＋＝ ＋

Ｉ
世帯別
平等割額
1世帯6,000円

Ｈ
被保険者
均等割額
1人1万2,500円

Ｇ
所得割額

（料率2.9％）
介護分保険料
(限度額16万円) ＋＝ ＋

　国保の加入者全員に掛かります。

　国保の加入者全員に掛かります。

　40歳以上65歳未満の介護保険第２号被保険者
に掛かります。

国民健康保険料
34万3,070円

① 21万2,100円

③ 5万4,460円

② 7万6,510円

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

＋

＋

Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＝5万4,460円

Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝7万6,510円

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝21万2,100円

Ａ
Ｂ
Ｃ

所得割額　(124万円＋5万円)×8.0％＝10万3,200円

被保険者均等割額　2万9,100円×3人分＝8万7,300円

世帯別平等割額　１世帯につき２万1,600円

所得割額　(124万円＋5万円)×2.9％＝3万7,410円

被保険者均等割額　1万500円×3人分＝3万1,500円

世帯別平等割額　１世帯につき7,600円

所得割額　124万円×2.9％＝3万5,960円

被保険者均等割額　1万2,500円×1人分＝1万2,500円

世帯別平等割額　１世帯につき6,000円

Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｉ

平成29年６月16日発行
平成29年　第３号
保険医療助成課

　229-3160　Ｆ229-5001
国保だより国保だより

配偶者38歳
前年中の収入は給与収入
103万円（給与所得38万円）
基準総所得金額は38万円
－33万円＝5万円

子10歳

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入
250万円（給与所得157万円）
基準総所得金額は157万円
－33万円＝124万円



国保だより

折り込み紙
広報津

　次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金
から差し引いて納めていただくことになります。
●世帯主が国保の被保険者
●特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
　であり、保険料と介護保険料を合わせた１回当
　たりの徴収額が、年金１回当たりの支給額の２
　分の１を超えない　※２分の１を超える場合は
　介護保険料のみを年金から徴収
●世帯内の国保の被保険者全員が65～74歳

◆以前から特別徴収で保険料を納めている人

◆今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人

保険料の納付方法保険料の納付方法

　保険料は、年金天引き(以下｢特別徴収｣という)で納付
する人を除き、毎年４月から翌年３月までの１年分を、
７月(第１期)から翌年３月(第９期)までの年９回の納期
で納付していただきます。

保険料の軽減保険料の軽減

国民健康保険のための所得申告国民健康保険のための所得申告

特定健康診査の受診を特定健康診査の受診を

　所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後
期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と
世帯別平等割額の合算額について軽減します。

　国保加入者で、市・県民税の申告または所得税
の確定申告をしていないと思われる人に、｢平成
29年度(平成28年分)国民健康保険所得申告書｣を
送付しました。収入の有無にかかわらず、保険医
療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に
直接または郵送で提出してください。提出しない
と所得が不明ということで、適正な保険料の軽減
などの措置や医療給付が受けられないことがあり
ます。

　日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまい
がちな人のために、簡単で便利な口座振替をお
勧めします。手続きは、市内に支店のある金融
機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口へ、保険証また
は納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の
上、お申し込みください。
　なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口
座振替を開始します。

　対象者には、６月末から特定健康診査の受診
券を順次送付します。自分の健康管理のため
に、特定健康診査を受けましょう。なお、対象
者(平成28年度津市特定健診受診者を除く)には
津市が委託する事業者が電話で特定健診の案内
と受診の呼び掛けを行います。また、受診率の
低い地域を訪問して特定健診の案内と受診の呼
び掛けを行います。
　健康診査の内容など詳しくは、受診券に同封
の案内または同時配布の｢平成29年度がん検診
と健康診査のご案内｣をご覧ください。
問い合わせ　保険医療助成課保険担当(特定健診)
　　　　　　　229-3317　　229-5001

※各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、該当日
　が土・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限とな
　ります。

※所得割額は軽減となりません。
※軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の 
　申告をしている人は特に手続きは必要ありません。

 普通徴収

特別徴収の人が口座振替を希望するときは
　特別徴収を開始する月の３カ月前の月末までに
申出書を提出してください。
　申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康
保険被保険者証(以下｢保険証｣という)のほか、新規
に口座振替を依頼する場合は、｢津市市税等口座振
替依頼書｣の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で
口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。

 特別徴収

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

納期限

７割
５割
２割

33万円以下
33万円＋27万円×被保険者数　以下
33万円＋49万円×被保険者数　以下

７月
31日

８月
31日

10月
２日

10月
31日

11月
30日

12月
25日

来年
１月
31日

来年
２月
28日

来年
４月
２日

納期限 徴収月

普通徴収で納付 特別徴収で納付

７月
31日

８月
31日

10月
２日

10月 12月 来年２月

徴収月

仮徴収 本徴収

津市国民健康保険加入中の40～74歳の人へ

４月 ６月 ８月 10月 12月 来年２月

軽減割合 被保険者世帯にかかる所得合算額

第1期 第2期 第3期

納付には便利な口座振替を



図書館たいむず
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　平成28年度津市教育功労者表彰を受賞した、お
はなしグループ｢ききゅう船｣による、受賞記念おは
なし会を開催します。日常を離れて、静かに語られ
る昔話に耳を傾けてみませんか。
と　き　７月３日(月)10時～11時45分
ところ　津図書館２階視聴覚室
内　容　大人のためのおはなし会(ストーリーテリ
　ング)
問い合わせ　おはなしグループ｢ききゅう船｣浅生 
　(　255-7080）

■古着Ｔシャツで布ぞうりを作ろう
と　き　７月16日(日)９時30分～11時30分
ところ　白山総合文化センター研修室２
対　象　中学生以上
定　員　先着10人
■へんてこおばけになっちゃおう
と　き　７月16日(日)14時～15時30分
ところ　白山総合文化センター多目的室
内　容　おばけの衣裳を作ります

対　象　小学生以下(未就学児は保護者同伴)
定　員　先着20人
申し込み　いずれも６月24日(土)９時から直接窓
　口または電話でうぐいす図書館へ
問い合わせ　同図書館(　262-5000)

　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。なお、対象図書がなく
なり次第終了します。
●リサイクル本の検索、予約、取り置きなどはで
　きません。
●冊数は両図書館とも１人10冊以内
■安濃図書館
と　き　６月30日(金)13時～18時、７月１日(土)
　10時～16時
ところ　安濃図書館２階学習室
問い合わせ　同図書館(　268-5822)
■久居ふるさと文学館　
と　き　７月２日(日)・３日(月)いずれも９時～
　17時
ところ　久居ふるさと文学館２階展示ギャラリー
　・学習室・視聴覚室
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●７月２日(日)･･･｢七夕ものがたり(20分)、光の星
　(11分)｣(計31分)
●７月16日(日)･･･長編アニメ｢15少年漂流記 瞳の
　なかの少年(68分)｣
時　間　いずれも14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

平成29年６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 ７月
July

2017月刊

●リサイクルフェア●リサイクルフェア

■安濃図書館
と　き　６月30日(金)･７月１日(土)
■久居ふるさと文学館　
と　き　７月１日(土)･２日(日)

●リサイクルフェアに伴う
　学習室利用一時休止
●リサイクルフェアに伴う
　学習室利用一時休止

●わくわくとしょかんまつり工作編(無料)●わくわくとしょかんまつり工作編(無料)

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

●おはなし会｢七月の風にのって」(無料)●おはなし会｢七月の風にのって」(無料)

■子どもと本の心地よい居場所④(ワークショップ編)
と　き　７月16日(日)13時30分～15時
ところ　津図書館２階研究会議室
内　容　子どもと本の心地よい居場所とはどんな所
　なのかを、これまでの３回の講座をもとにワーク
　ショップ形式で振り返ります。
講　師　中澤利美さん(三重短期大学図書館司書)
定　員　先着30人
申し込み　６月23日(金)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)

●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)

と　き　７月22日(土)９時30分～11時
ところ　芸濃総合文化センター２階大研修室
内　容　折り紙を楽しもう
講　師　二階堂黎子さん
対　象　小学２･３年生と保護者(保護者が手伝える
　場合、対象年齢未満でも参加できます)
定　員　先着20組
持ち物　はさみ、のり、筆記用具
費　用　１組100円(材料費)
申し込み　７月１日(土)から直接窓口または電話
　で芸濃図書館へ
問い合わせ　同図書館(　265-6004)

●親子おりがみ教室●親子おりがみ教室



図書館たいむず

折り込み紙
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きらめき図書館
(　292-4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
※７月27日(木)は臨時開館します

７月のおはなし会など７月のおはなし会など

ひなたぼっこ夏のおはなし会
（ストーリーテリング)

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

夏休みスペシャルまじっくぼっくすのおはなし会
（夏のお話がいっぱいのスペシャル版)

きてきて夏のおはなし会
（紙芝居、絵本、むかしばなしなど）

おはなし会夏休みスペシャル

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

30日(日)10時～
※美杉総合文化センターで開催

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

６日･20日いずれも(木)14時15分～

６日(木)･13日(木)・20日(木)・29日(土)いずれも15時～

①１日②８日③15日④22日いずれも(土)15時～

１日･15日いずれも(土)15時～

５日･19日いずれも(水)15時～

８日(土)15時～

10日(月)10時30分～

20日(木)10時～

22日(土)15時～

26日(水)11時～

16日(日)11時～

23日・30日いずれも(日)11時～

８日・22日いずれも(土)11時～

26日(水)10時30分～

22日(土)14時～

22日(土)14時～

６日･20日いずれも(木)11時～

８日(土)11時～

22日(土)15時～

26日(水)15時～

５日・12日・19日いずれも(水)15時～

26日(水)13時30分～　　

７日(金)11時～　

１日(土)14時30分～　　　　　　     

９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

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

どんぐり

やまびこ会

まじっくぼっくす

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

ひまわり

津図書館

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）
夏休みおはなし会スペシャル
（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)
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）

絵本の日
（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）

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

13日(木)15時～　　　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

７月 図書館カレンダー７月 図書館カレンダー は、休館日

日

2
9
16
23
30

水

5
12
19
26

木

6
13
20
27

金

7
14
21
28

土

1
8
15
22
29

月

3
10
17
24
31

火

4
11
18
25

日

2
9
16
23
30

水

5
12
19
26

木

6
13
20
27

金

7
14
21
28

土

1
8
15
22
29

月

3
10
17
24
31

火

4
11
18
25

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
美里図書館
(　279-8122)９時～17時

安濃図書館
(　268-5822)10時～18時
一志図書館
(　295-0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
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時津図書館

(　229-3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

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

美杉図書室
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