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香良洲小学校の児童が「たて干し」に挑戦！囲い網の中に放たれた魚をたくさん捕まえたよ。（７月11日 香良洲海岸）表紙
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平成30年度採用 津市職員募集平成30年度採用 津市職員募集

新しいいぶきを津市役所に新しいいぶきを津市役所に
平成29年度 職務経験者採用職員８人と前葉市長の座談会平成29年度 職務経験者採用職員８人と前葉市長の座談会
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新しいいぶきを
津市役所に

平成29年度 職務経験者採用職員８人と前葉市長の座談会

市役所で働くという選択肢

組織力のアップを

　それぞれ人生の中での転職、人生行路の選択
というところで津市にご縁があった。これまで
のキャリアを生かしていい仕事をしてほしい。

　この３年間で職務経験者採用職員は35人、
今は前職に関係の深い職場に配属されている
が次のポジションにはいろいろ可能性があ
る。職務経験を生かすだけでなくチームとし
て動く、その動きに周りの職員が共感を覚え
るというふうになれば津市として組織力アッ
プにつながると期待しています。

　７月７日に平成29年度職務
経験者採用職員が、前葉市長
と座談会を行いました。今年
オープンした津市応急クリ
ニック、津市ビジネスサポー
トセンターをはじめ、各職場
で即戦力として活躍している
８人が、津市職員として提供
していきたい価値などそれぞ
れの思いを語りました。

お任せください！創業支援、企業振興 市長からのメッセージ
職員　地方銀行と政府系金融機関で法人営業や営
業企画業務に従事し、経営者の金融、財務、法務
などの相談や、本部で営業体制の企画・立案に携

わってきました。この経験を生か
し、創業・経営相談やビジネス
マッチングなど、地元企業を盛り
上げていきたいと思っています。

　また、前職では銀行のさまざまな
リスク管理のコンサルタントもし

てきましたので、庁内のリスク管理体制の高度化
にも貢献していきたいと考えています。
市長　リスクは現在、複雑多様化しています。リスク
管理に新しい視点を与えてくれればと思います。

銀行コンサルタントから転職

子どもたちに世界とつながってほしい！
職員　小学校でも英語教育が本格
化する中、外国語指導助手や英
語教育推進指導員と一緒に小学
校・中学校・義務教育学校を訪問
し、英語教育の推進に向けた取り
組みを行っています。具体例の
一つとして、海外の学校とスカイプによる交流を
行っています。アメリカやイギリスといった英語
が母国語である国だけでなく、マレーシアやシン
ガポール、タイなど、子どもたちが英語を使って
世界の国々とつながる楽しさを体感してほしい
と思っています。
市長　子どもたちが英語を苦手としないことで、得
られるものがたくさんあります。いろいろな意味
で世界観が開けていくことが多いということを
ぜひ、伝えてほしいと思います。

国際特許事務所から転職

職務経験者採用制
度
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市民から信頼される公務員に！

※平成30年度採用津市職員募集については次ページをご覧ください

職員　大阪から結婚を機に津市へ。先に津に
来ていた夫が広報津で職務経験者採用を見
つけてくれました。

職員　転勤族だったのですが、子どもが小学
校に進学する前に老齢になった両親の近く
で定住したいと思っていました。転職先を
ネット検索していて、津市のホームページ
で募集を知り応募しました。

職員　前職では用地交渉を通じて
三重県各地の住民の皆さんとお
話ししました。その経験を生か
し、今後は地元津市でより広くよ
り深く市民の皆さんに貢献した
いと考え転職を決意しました。ま
ず、私自身が市民から信頼されることが、市役所
に対する信頼感にもつながるという考えを原点
に、日々の仕事に取り組んでいます。

夜間も開いている安心感を提供したい
職員　私自身、仕事を終えて帰宅した夜、子どもの

急病に開いている民間病院がな
く、救急車を呼ぶほどではないが
やはり不安もあり、津市こども応
急クリニックを受診したことがあ
ります。医師に診ていただいて安
心した経験から、夜になって、子

どもの異変に気付く、また大人が夜に急な体調不
良で、翌朝まで不安な夜を過ごすことが少しでも
解消されるよう、夜間・休日など、
電話での問い合わせや来院に親
身に対応したいと思っています。

市長　電話相談から窓口まで全て
看護師が対応してくれるという
大きな安心感を市民に提供でき
ていますね。

総合病院勤務から地域医療へ転身

私たち、こうして津市に転職しました

生活道路を安心安全に整備したい
職員　例えば中勢バイパスは、便
利になったと多くの評価をいた
だく半面、インターチェンジ近く
の小学校では通学路の交通量が
激増している。地元の道路・施設
の情報が頭の隅々に入っている
生え抜きの職員と力を合わせ、全国各地・海外で
も道路を作り続けてきた現場経験から気付く危
険予知で、生活道路の整備をしたい。車を使わな
い子どもやご高齢の方など、誰もが安心安全に歩
けるよう力を尽くしたいと思います。

職員　建築は知識と経験。民間経験
をフルに生かして若手職員の技術
レベルが向上するよう指導してい
きたい。少しでも業務の効率を上
げていきたいと思います。そして、
津市の公共建築物を未来に向け

て中長期的な視点で監理したいと考えています。

１級土木施工管理技士・一級建築士として

用地買収専門家から転職

市民目線を大切にします
職員　民間企業の人事、教育、営
業、リサーチなどさまざまな職種
での経験を生かし、津市が市民目
線でサービスを提供できる職員
集団になるよう、いろいろとチャ
レンジしたいと思っています。
市長　市民の皆さんがより良いサービスをどれだ
け受けられるか。よりレベルの高いサービスを提
供するのが市の力であり、実現するのが組織のメ
ンバーである職員の皆さんです。

市場調査会社から転職
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津市職員採用試験

募集職種・採用予定人数・受験資格

募集職種・採用予定人数・受験資格

受付期間　８月25日■まで

幼稚園教諭および養護教諭との併願が可能です

保育士等との併願が可能です

9 17

10 15 幼稚園教諭および養護教諭

全職種（幼稚園教諭および養護教諭を除く）

金

学歴・免許等 生年月日等

事務職 26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30年
　３月卒業（修了）見込み（中学校卒業見込みを除く）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

事務職
（身体障がい者

対象）
１人程度

事務職の学歴、免許等の要件を満たし、次の全ての条件を満た
す人
⑴　自力による通勤が可能で、介護者なしに事務職としての職
　務の遂行が可能な人
⑵　身体障害者手帳の交付を受けている人

技術職
（土木） ２人程度

技術職
（機械） １人程度

技術職
（電気） １人程度

保育士 11人程度 保育士資格と幼稚園教諭普通免許状の両方を有する人または平
成30年３月までに有する見込みの人

保健師 ２人程度 保健師免許を有する人または平成30年４月までに有する見込み
の人

技能員
（清掃員等） ７人程度

技能員
（調理員） ６人程度

消防職 ８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
　ると消防長が認める学校等を卒業（修了）した人または平成30
　年３月卒業（修了）見込み（中学校卒業見込みを除く）の人
⑵　消防長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

上記⑴または⑵の条件を満たし、次の全ての条件を満たす人
ア　日本国籍を有する人
イ　身体健全で消防業務を遂行するに当たって支障のない人

大学院修了…昭和59年４月２日以降出生の人
大学卒…昭和61年４月２日以降出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課
程）卒…昭和63年４月２日以降出生の人
高等学校卒…平成２年４月２日以降出生の人
中学校卒…平成２年４月２日以降平成12年４
　月１日までに出生の人

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

受験資格
職種等 採用予定人数

中学校卒業以上の学歴を有する人

大学院修了…昭和59年４月２日以降出生の人
大学卒…昭和61年４月２日以降出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課
程）卒…昭和63年４月２日以降出生の人
高等学校卒…平成２年４月２日以降出生の人
中学校卒…平成２年４月２日以降平成12年４
　月１日までに出生の人

大学院修了…昭和59年４月２日以降出生の人
大学卒…昭和61年４月２日以降出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課
程）卒…昭和63年４月２日以降出生の人
高等学校卒…平成２年４月２日以降出生の人

昭和61年４月２日以降出生の人

昭和58年４月２日以降平成12年４月１日まで
に出生の人

⑴　次の全ての条件を満たす人
　ア　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30年３
　　月卒業（修了）見込みの人
　イ　上記アに掲げる学校等において技術職（土木）については
　　土木に係る専門課程、技術職（機械）については機械に係る
　　専門課程、技術職（電気）については電気に係る専門課程を
　　履修した人
⑵　市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

第１次試験（筆記試験等）

第１次試験（筆記試験等）

免許等 生年月日等

幼稚園教諭 ３人程度 幼稚園教諭普通免許状と保育士資格の両方を有する人または平成30年
３月までに有する見込みの人

昭和61年４月２日以降出生の人
養護教諭 １人程度 養護教諭普通免許状を有する人または平成30年３月までに有する見込

みの人
共通する受験資格　学校教育法第９条（校長、教員の欠格事由）および地方公務員法第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

職　種 採用予定人数
受験資格

あなたの熱意で市民の思いを形にしてください！
平成30年度採用　津市職員募集
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●事務職、事務職(身体障がい者対象)、技術職
(土木・機械・電気)、保育士、保健師、技能
員(清掃員等)、技能員(調理員)

　人事課(　229-3106、　229-3347)

●消防職
　消防総務課(　254-0351、　256-7755)
●幼稚園教諭、養護教諭
　教委教育総務課(　229-3292、　229-3332)

津市職員採用試験（職務経験者対象）

窓口で　人事課、案内(市本庁舎１階)、消防総務課および各消防署、教委教育総務課、ア
　ストプラザ(アスト津４階)、ポルタひさいふれあいセンター(ポルタひさい３階)、各総合
　支所、各出張所などで配布
インターネットで　津市ホームページからダウンロード 津市職員の募集│

受付期間　９月29日■まで

募集職種・採用予定人数・受験資格

各受験案内・試験申込書・エントリーシートの入手方法

問い合わせ・受付場所

金

第１次試験　エントリーシートによる書類選考

危機管理業務の経験者がいればなあ！
経営コンサルタントの経験者がほしい！
文化施設のマネジメント経験者求む！

※試験内容など詳しくは、各受験案内や津市ホームページをご覧ください。

現場からは…

なんて声が聞こえてきているよ

学歴・免許等 生年月日等

事務職 ４人程度
平成24年４月１日から平成29年７月31日までの
間に、民間企業等における職務経験が３年以上
ある人

大学院修了…昭和33年４月２日以降昭和59年４月１日までに出生の人
大学卒…昭和33年４月２日以降昭和61年４月１日までに出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒…昭和33年４月２日
　以降昭和63年４月１日までに出生の人
高等学校・中学校卒…昭和33年４月２日以降平成２年４月１日までに
　出生の人

技術職
（土木） １人程度

平成24年４月１日から平成29年７月31日までの
間に、民間企業等における職務経験（土木事業に
係る設計・施工管理に関連する職務経験に限る）
が３年以上ある人で、１級土木施工管理技士ま
たは２級土木施工管理技士の資格を有する人

大学院修了…昭和33年４月２日以降昭和59年４月１日までに出生の人
大学卒…昭和33年４月２日以降昭和61年４月１日までに出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒…昭和33年４月２日
　以降昭和63年４月１日までに出生の人
高等学校卒…昭和33年４月２日以降平成２年４月１日までに出生の人

※上記の受験資格は一部のみを記載したものです。詳細については必ず受験案内をご確認ください。
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

職　種 採用予定人数 受験資格
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火災・救急・救助統計
平成29年上半期

　上半期に発生した火災は72件で、昨年同時期と
比較すると20件増加し、うち建物火災も15件増加
しましたが、車両火災は１件減少しました。出火
原因の１位は「たき火(約22％)」で、周囲の枯れ
草や可燃物に燃え移った火災がたくさんありまし
た。風の強いときは、たき火を自粛するととも
に、後始末をきちんと行ってください。また、
「こんろ」が原因の住宅火災が４件(住宅火災の

区　分 平成29年
上半期

平成28年
上半期 比　較

救急概況

出動件数（件）
　　急病
　　一般負傷
　　交通事故
　　その他
搬送人員（人）

事
故
種
別（
件
）

7,062
4,473
1,031
600
958
6,463

201
118
86
▲　9
6

208

7,263
4,591
1,117
591
964
6,671

救助概況
区　分 平成29年

上半期
平成28年
上半期 比　較

61
37
4
0
4
16

7
0

▲ 2
1
12
▲ 4

68
37
2
1
16
12

出火原因 単位は件、▲は減を示す

▲は減を示す

▲は減を示す

たばこ
こんろ
炉
焼却炉
ストーブ
排気管
電気機器
電灯・電話等の配線
配線器具
火あそび
マッチ・ライター
たき火
火入れ
放火
放火の疑い
その他
不明・調査中

平成29年上半期
出火原因

平成28年上半期 比　較
住宅全体住宅全体住宅全体

　上半期に発生した救急出動件数は7,263件でし
た。事故種別では急病が4,591件と最も多く、全
体の約63％を占め、次いで一般負傷が1,117件(約
15％)、交通事故が591件(約８％)でした。昨年同
時期と比較すると、出動件数は201件増加し、搬
送人員は208人増加しました。
　また、搬送人員全体の約49％(3,239人)が軽症
患者でした。軽いけがや病気(擦り傷、歯痛、風邪
など)の場合は、自家用車やタクシーなどでかかり
つけの病院へ行きましょう。本当に救急車を必要

としている貴い命を救うため、救急車の適正利用
にご協力をお願いします。

　上半期の救助件数は68件でした。そのうち、交
通事故が37件で全体の約54％を占め、次いで建物
等による事故が16件、その他の事故が12件でし
た。昨年同時期と比較すると建物等による事故が
12件増加し、多くは建物内にいるはずの高齢者が
呼び掛けに応答がないといった内容でした。
　気温が上昇する季節です。建物内での熱中症な
どに気を付けるとともに、レジャーの際の長距離
運転による交通事故や、海・川での水の事故にも

出火原因１位は「たき火」火災

軽症患者が全体の約半数救急

救助 建物等による事故が増加

問い合わせ　火災　予防課　　254－0356　　256－7755
　　　　　　救急　消防救急課　　254－1600　救助　消防救急課　　254－1601　  いずれも　　254－1607

25％)ありました。こんろを使うときはその場を離
れないなど、取り扱いに十分注意しましょう。

火災概況 ▲は減を示す

火災件数合計（件）
　　建物火災
　　　うち住宅火災
　　林野火災
　　車両火災
　　その他の火災
死者（人）
負傷者（人）

火
災
種
別（
件
）

52
17
11
1
6
28
0
5

20
15
5
6

▲ 1
0
0
3

72
32
16
7
5
28
0
8

区　分 平成29年上半期 平成28年上半期 比較

2
6
1
1
2
1
4
0
0
1
0
16
4
1
3
5
25
72

2
4
0
0
2
0
4
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
16

3
4
0
0
0
2
0
1
3
1
1
7
2
10
6
6
6
52

2
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
2
11

▲　1
2
1
1
2

▲　1
4

▲　1
▲　3

0
▲　1

9
2

▲　9
▲　3
▲　1
19
20

0
1
0
0
2
0
4
0

▲　3
0
0
0
1
0
2
0

▲　2
5合　計

十分注意しましょう。

救助件数合計（件）
　　交通事故
　　水難事故
　　機械による事故
　　建物等による事故
　　その他の事故

救
助
種
別（
件
）
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頑張っているお母さんたちへ
　私は、二人の子どもの母親です。今はもう
二人とも小学生になり手が掛かることも少な
くなりましたが、小さい頃は子育てと仕事の
両立が本当に大変で、世の中の仕事をしてい
るお母さんたちって、みんなこんなに頑張っ
ているの？と毎日が必死でした。
　妻、母、社会人、それぞれの役割を一人前
にこなしたいと必死で、役割に縛られない自
分自身の時間を持つ余裕はなく、またそんな
時間を望むこともいけないことだと思ってい
ました。私自身が、女性はこうでなければと
いう固定観念にとらわれすぎていたように思
います。
　その反面、夫は、家事・育児にほとんど関
わっていませんでした。夫にとって、家にい
る時間は全て自由時間です。また、仕事で
も、残業しがちな夫に比べ、私は保育園のお
迎えに間に合わせるために必ず定時で仕事を
終えなければなりません。さらに子どもが病
気の時に仕事を休んで病院に連れていくのも
私の役目です。
　周りに頼らず全部自分でしなければと頑張
り続ける結果、自分自身が疲弊し、夫への不
満が募るばかりの日々でした。
　そんな時期に読んだある育児本に、このよ
うなことが書かれていました。「家族のため
にと思って頑張っているお母さん、毎日楽し
く過ごせていますか？子どもたちにとって
は、全てを完璧にしようと思うあまり疲れて
イライラしているお母さんよりも、料理や掃

除が多少手抜きであっても、余裕があって笑
顔のお母さんと過ごせることの方が幸せなん
ですよ・・・」
　まるで自分のことを言われているようで
ハッとしました。家族のためにと思って頑
張った結果、自分が笑顔でいられないようで
は間違っていたのではないかと。
　そこで初めて、夫へ自分の思いを話し、家
庭への協力をお願いしました。すると、思っ
ていたよりもすんなり受け入れてくれ、家事
も分担してくれるようになりました。夫も、
それまでの私が何も求めなかったので、ここ
まで不満が溜まっていることに気付いておら
ず、また、手伝いたい気持ちはあっても何を
したらいいのか分からなかったようです。こ
の出来事が、いつも一緒に過ごしている家族
であっても、言わないと伝わらないというこ
とにお互いが気付くきっかけとなり、これか
らはもっと日々の出来事や思いを共有しよう
と話し合いました。今では、夫が子どもたち
に「お母さん忙しいから、みんなで手伝お
う」と声掛けして、食事の片付けや洗濯物の
取り込みなどをしてくれます。夫と二人の子
どもたちが競争しながら洗濯物を畳んでいる
様子は、見ていてほほ笑ましいです。
　家族みんなが笑顔で過ごすためには、男性
だから、女性だからといった理由で役割を分
担するのではなく、協力し合うことが必要で
す。
　家族のために一生懸命なお母さん、毎日笑
顔で過ごせていますか？

 (30代 女性)
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1
TSU NEWS

問い合わせ　津市臨時福祉給付金窓口　　229－3397　　229－3334

9 15申請期限は まで
　平成26年４月の消費税率の引き上げによる影
響を緩和するため、所得の少ない人に対して、暫
定的・臨時的な措置として給付金を支給していま
す。支給対象者で申請がまだの人は申請してくだ
さい。申請期間を過ぎると、給付金を受け取れま
せんので、お急ぎください。
支給対象者　平成28年１月１日時点において、津市
に住民登録のある人(外国人を含む)で、平成28年
度分の市県民税(均等割)が課税されていない人
※市県民税(均等割)が課税されている人の扶養親
族等や生活保護を受給している場合などは、対
象になりません。

注意事項
●平成28年１月１日以降に亡くなった人は、対
象になりません。
●原則として、申請期間外の申請や、平成28年
　１月１日時点で津市に住民登録のない人の申請
　は受け付けできません。
●ＤＶ被害者など、他の市区町村から住民登録を
　移さずに津市に住んでいる人は、津市で申請で
　きる場合がありますので、ご相談ください。
●申請を受け付けてから振り込みまで、１カ月半
　程度かかりますのでご了承ください。

扶養親族等とは…税法上の控除対象配偶者、配偶者
特別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少
者を含む)、青色事業専従者および白色事業専従者

経済対策臨時福祉給付金の申請をお忘れなく

楽しく寄せ植えを学びませんか

申請期限が迫っています

2
TSU NEWS

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336
第24回津市民緑と花の市 ガーデニング講習会

金

3
TSU NEWS

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150
地域力創造セミナー 知って安心！暮らしの法律
相続などに関する法律を専門家が解説

ところ　中央公民館
対　象　市内に在住･在勤･在学の人
定　員　各コース抽選50人
申し込み　往復はがきで希望コー
ス番号、住所、氏名、年齢、電話
番号を中央公民館(〒514－0027 
大門７-15 津センターパレス２
階)へ　※往復はがき１枚につ
き１人有効(コース別)

締め切り　９月１日(金)必着

①

コース
番号 と　き 内容・講師

９月21日
「未来につなぐ相続登記～相続登記をお忘れではありませんか？～」 
相続の法律用語と所有権移転登記申請を解説
(津地方法務局不動産登記部門登記官)

② 10月19日
「境界ってどこ？筆界って何？」　境界と筆界の違いや土地トラブルの
解決法を解説
(津地方法務局不動産登記部門表示登記専門官）

③ 11月16日
「安心な老後のために」　相続時の混乱を防ぐための遺言と、認知症
などに備えて任意後見制度を解説
(津合同公証役場公証人)

とき･内容　いずれも木曜日10時～12時

と　き 内容・講師

９月30日㈯
10時～、13時～

「多肉植物寄せ植え教室」　多肉植物の植え付け
や育成方法など、初めて育てる人にも簡単に楽し
める講習会です。
 (シュエットアルブル 飯尾健治さん)
「秋の花苗寄せ植え教室」　花苗の植え付けや育
成方法など、ガーデニングに関する実用的知識を、
実際に寄せ植えを行いながら学びます。
(有限会社亀井園芸 亀井輝忠さん)
※花の種類は気候状況により決定します。

ところ　お城西公
　園芝生広場(市
　本庁舎北側)
申し込み　電話またはファクス、Ｅ
メールで住所、氏名、電話番号、
希望する受講日時を都市政策課
(Ｍ229-3177@city.tsu.lg.jp)へ
※１人１教室のみ受け付け

締め切り　９月８日(金)17時

定員
(抽選）

各15人

費　用

各1,500円

10月１日㈰ 
10時～、13時～ 各20人 各1,000円

とき･内容など
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連子格子の楠原宿と初馬寺の
恵比寿天 ９月14日㈭

９月28日㈭

10月５日㈭

10月12日㈭

10月26日㈭

と　き 締め切り
（必着）コース名コース

番号

８月31日㈭

９月14日㈭

９月21日㈭

９月28日㈭

10月12日㈭

Ⓐ－㋑

Ⓐ－㋺★

Ⓐ－㋩

Ⓐ－㊁★

Ⓑ－①

芸濃名所めぐり+伊勢の津七福神2017秋冬
4

TSU NEWS
芸濃ふるさとガイド会がご案内♪津駅発着のバスツアー

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266－2510　　266－2522

集合時間　９時30分
集合場所　ローソン津駅前店前(栄町三丁目)　
定　員　各コース抽選20人
費　用　各コース1,000円、★印のコースはスペシャルランチ
コースで1,500円(保険代･食事代･土産代)   ※バス代無料

申し込み　往復はがきで希望コース番号、参加者全員(３
人まで)の氏名・年齢、代表者の住所・電話番号を芸濃
総合支所地域振興課(〒514-2292 芸濃町椋本6141-1)へ ※はがき１枚につき１コースのみ

問い合わせ　消防救急課　　254－1603　　254－1607
救急フェア開催！

　あなたの大切な人が目の前で突然倒れたら…。生死を左右する
のはあなたかもしれません。いざというときに備えて、救急フェ
アで正しい応急手当を身に付けましょう。
内　容　応急手当体験コーナー(心肺蘇生法・ＡＥＤの取り扱い･
止血法など)、三重県看護協会津地区支部による相談コーナー
(健康相談・介護相談・血圧測定・骨密度測定など)

9 9 13:00~16:00
イオン津ショッピングセンター１階セントラルコート(桜橋三丁目)

荒天中止

土

　毎年９月９日を救急の日、この
日を含む１週間を救急医療週間と
しています。この機会に、救急医
療や救急業務に対する正しい理解
と知識を深めませんか。

９月３～９日は救急医療週間

初秋の光安寺と四天王寺の大
黒天
静かに佇む磨崖仏群と高山神
社の寿老神
平家ゆかりの地と榊原地蔵寺
の布袋尊
伊勢別街道ウォーキング　
楠原宿～椋本宿（約7.3㎞）

産業・スポーツセンター推進室　　229-3375　　229-3247

津市産業・スポーツセンター最新情報

NEWSSAORINA

Ｖリーグ                              

Ｂリーグ

Ｖリーグ                              プレミアリーグ女子(バレーボール）

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグＢリーグ

チケット購入方法…名古屋ダイヤモンドドルフィンズおよびＶリーグ

　ホームぺージのチケット販売サイト、チケットぴあ、コンビニ窓口

2 17  18

10 25
19:05 試合開始

来
年

ファイナル６を開催
(レギュラーラウンド上位６チームが対戦 )

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
vs 富山グラウジーズ

土 日

水

Ｖリーグ・Ｂリーグの開催が決定Ｂリーグ・Ｖリーグの開催が決定NEWSNEWSNEWSNEWS

チケット発売　12月上旬 (予定 )

チケット発売　９月上旬 (予定 )

ⒸNAGOYAD



○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

地域医療推進室
　229－3372　　229－3018

９月の献血（400ml）

議会事務局
　229－3222　　229－3337

ぜひ傍聴を
平成29年第３回津市議会定例会

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

農作業後の土の落下に
ご注意を

選挙管理委員会事務局
　229－3236　　229－3338

衆議院議員選挙の
選挙区が変わりましたお知らせ

　第２期の納期限は８月31日
(木)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３期
からの口座振替になります。

と　き　いずれも10時～
本会議…８月28日(月)、９月４
　日(月)～７日(木)・29日(金)
常任委員会…９月11日(月)建設
　水道、12日(火)教育厚生、13
　日(水)経済環境、14日(木)総
　務財政
決算特別委員会…９月20日(水)
　～22日(金)・予備日25日(月)

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。

と　き　９月４日(月)９時30分～
　11時20分、12時40分～16時
ところ　市本庁舎１階ロビー
対　象　男性17～69歳、女性18
　～69歳で男女とも体重が50㎏
　以上の人　
　※65歳以上の人
　は、60～64歳の
　間に献血経験の
　ある人

　公職選挙法の改正により、衆
議院小選挙区選出議員選挙の選
挙区が変更されました。これま
で三重県第４区であった久居お
よび香良洲、一志、白山、美杉
地域が変更され、津市全域が三
重県第１区となりました。

　トラクターなど
で農作業をした後、
道路に出るときは、
道路に土を落とさ
ないように注意しましょう。車
道や歩道に落ちた大きな泥のか
たまりは、景観を損ねるだけで
なく、通行の妨げにもなり大変
危険です。また、やむを得ず道
路に土を落とした場合は、速や
かに清掃してください。

津市議会│

「南立誠地区社会福祉協議会」の紹介

vol.５

南立誠地区社会福祉協議会
会長  小野 欽市 さん

　　　　　　　　　南立誠地区は津地域の北東

　　　　　　　　に位置し、津駅前を中心とす

　　　　　　　　る文教地区です。

　健康増進を目的に、津市内をはじめとした温

泉施設を巡る「湯ったり寄せ」を年２、３回

行っています。

　また、障がい者や高齢者の外出支援を目的と

して、津市に関連した県内外の城や歴史上の史

跡などを巡る「歴史探訪」を行っています。こ

の活動では、参加者の理解を深めるため、事前

に勉強会を２回ほど開催してから、実際に現地

に出掛けています。

　

　地域にお住まいのどなたにとっても福祉が行

き届いたまちをつくっていく必要があると考え

ています。子育て世代、高齢者、障がいを抱え

た皆さんに

寄り添える

地区社会福

祉協議会で

ありたいと

思います。

特徴のある活動は？

地域の特徴は？ 今後の地区社会福祉協議会に対する会長の
思いは？

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334

「認知症サポーター養成講座」の様子



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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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

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会

津市体育館
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（10・11月分）

久居総合支所生活課
　255－8841　　256－7666

市民人権講座
「誰もが安心できる社会」って

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

平成29年度後期
科目履修生・聴講生

環境保全課
　229－3398　　229－3354

空き家に関する無料相談会

募　　集

と　き 内容・講師

９月25日

10月２日

障害者差別解消法から考える
大杉博敏さん（市教委人権教
育課）

部落差別の解消の推進に関す
る法律について考える
丸山康郎さん（成美小学校教
頭）

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

平成29年度津市白山市民会館
人権啓発講演会

イベント

と　き　９月２日(土)19時30分
　～(19時開場）
ところ　白山市民会館２階大会
　議室
内　容　奥田均さん(近畿大学人
　権問題研究所教授)による講演
　「部落差別解消推進法ってどん
　な法律？」　※手話通訳、託児
　あり

　全国的に空き
家は増加傾向に
あり、適切に管
理されていない
空き家が社会問
題になっています。
　空き家を所有する人や、将来
所有する可能性のある人を対象
に、不動産の売買・管理、相
続・贈与などの名義変更、贈与
税・所得税、成年後見、土地の
境界確定、建物のリフォーム・
耐震、不動産鑑定、資産活用、
建物解体など、空き家に関する
さまざまな相談に各分野の専門
家がお応えします。
　事前の申し込みは不要ですの
で、お気軽にお越しください。
と　き　９月16日(土)10時～16時
ところ　津リージョンプラザ２
階健康教室

相談内容の例
●使わない家を貸したい、売り
たい

●所有する住居や両親の住む実
家が空き家になりそうだが、
どうすればいいか

●実家が空き家になっていて、
地震などで倒壊しないか心配

●空き家を売却したいが、相続
登記が済んでいない

　

　津球場公園内野
球場と北部運動広
場の10・11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
受付期間　８月20日(日)～31日
　(木)８時30分～21時30分

　ボランティアグループ「福寿草」
による交流会です。
と　き　８月30日(水)10時～
ところ　一志児童館
内　容　こけ玉づくり
対　象　市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　８月21日(月)～29日(火)

　８月16日(水)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　８月29日(火)～９月
１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。
※一部の住宅では随時入居者を
募集しています。詳しくはお
問い合わせください。

　科目履修生・聴講生は、所定
の時間割の中から受講したい科
目を自由に選択でき、本科生と

同様に学内の施設を利用できま
す。また、科目履修生は学修す
る科目について所定の成績を修
めると単位が認定されます。
対　象　平成29年3月31日現
在、18歳以上の人
選抜方法　書類審査
出願方法　８月17日(木)から三
重短期大学で配布する願書を
直接窓口へ提出
出願期間　９月５日(火)～７日
(木)９時～18時　
合格発表　９月19日(火)14時に
学内に掲示、また三重短期大
学ホームページにも掲載

とき・内容など　いずれも月曜
　日19時30分～20時30分

ところ　久居総合福祉会館北館
２階第１・２研修室
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　抽選各40人
申し込み　はがき、または電話、
ファクスで久居総合支所生活
課(〒514-1192 住所不要)へ
締め切り　９月15日(金)消印有効

中部国際空港へは
高速船で
セントレアまで45分！

　中部国際空港(セントレア)へは、
津なぎさまちから高速船を利用す
ると45分で行くことができます。
ぜひ早くて便利な高速船をご利用
ください。



9月の開催日程9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

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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消防総務課
　254－0353　　256－7755

防火管理者資格取得講習会
（甲種新規・乙種）

募　　集

■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。

9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

６日㈬、11日㈪、19日㈫、28日㈭
８日㈮、14日㈭、25日㈪
８日㈮、14日㈭、25日㈪
４日㈪、６日㈬、11日㈪、19日㈫、22日㈮、27日㈬、28日㈭
４日㈪、22日㈮、27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）

５日㈫、12日㈫、19日㈫、26日㈫

12日㈫
15日㈮

６日㈬、13日㈬、20日㈬、27日㈬

４日㈪

９日㈯、17日㈰、23日（土・祝）

11日㈪
25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。

9月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
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金

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

　消防法の規定で、学校・病院・
工場・店舗など大勢の人が出入
りする所や、勤務・居住する建
物で一定規模以上のものは、資
格を持つ人の中から防火管理者
を定めて消防機関に届け出る必
要があります。

と　き
●甲種防火管理者新規講習…10
月19日(木)・20日(金)いずれも
９時30分～15時30分(全２日)
●乙種防火管理者講習…10月19
　日(木)９時30分～16時
ところ　県生涯学習センター４階
大研修室(県総合文化センター内)
定　員　先着合計150人
費　用　いずれも4,000円(テキ
スト代含む)　
申し込み　消防総務課または各

消防署(分署・分遣所)にある受
講申請書に写真を添付し、受
講料とともに直接消防総務課
窓口へ(郵送・ファクスは不可)

申込期間　９月１日(金)～22日
(金)９時～16時　※土・日曜日、
祝日を除く。市内に在住・在
勤・在学でない人の申込期間は
９月15日(金)～22日(金)
※申請書などは８月28日(月)か
　ら配布。津市ホームページか
　らもダウンロードできます。

スカパー・ＪＬＣ杯争奪戦
津インクル開設６周年記念

GⅢオールレディース
上富良野町友好都市20周年

GⅢオールレディース
上富良野町友好都市20周年

スカパー・ＪＬＣ杯争奪戦
津インクル開設６周年記念

GⅢ
福岡♡

PGⅠYD
（蒲郡）GⅠ多摩川 江戸川 児島

唐津

大村 戸田 GⅢ尼崎M 宮島 常滑

芦屋 唐津 芦屋 唐津 GⅢ芦屋 唐津

GⅠ多摩川 江戸川 鳴門 多摩川 浜名湖 児島 常滑 鳴門 尼崎

GⅢ福岡♡ 児島♡ 鳴門 びわこ 三国 児島

平和島 GⅠ常滑 宮島 戸田 GⅢ多摩川♡

住之江 下関 GⅠ住之江 蒲郡 下関 住之江 GⅠ下関

丸亀 若松 桐生 住之江 プレミアムGⅠヤングダービー（蒲郡） 桐生 若松

蒲郡 桐生 GⅢ若松♡
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三船常夜灯

基壇に記された世話人、寄進者名

163長野川

至伊賀市

伊賀街道

平木口
バス停

美里ふるさと
資料館

美里郵便局

N

三船常夜灯

　伊賀街道は、津の市街地から長野峠を越えて上
野(伊賀市)に至る、全長約50㎞の街道です。途
中、美里町五百野で、伊勢街道の月本の追分(松
阪市)を起点とする奈良街道と合流します。津藩
政下においては、津城と伊賀上野城を結ぶ道であ
るとともに、伊勢参宮の人々が多く利用する道で
もありました。
　こういった街道沿いには、多くの常夜灯が建て
られました。常夜灯というのは、夜道などの安全
を確保するために一晩中火をともしておく灯火の
ことで、特に伊勢神宮の参詣者のために建てられ
たものを参宮常夜灯といいます。今回紹介する市
指定有形民俗文化財の三船常夜灯もその一つで
す。

　三船常夜灯は、もともと伊賀街道沿い、現在の
国道163号の平木口バス停の近くにあった三舟神
社の前に建てられていました。しかし、三舟神社
が明治41(1908)年に長野神社に合祀された後、
道路拡幅などにより常夜灯は、街道の北方に位置
する平木集落の天王社の石段のそばに移築されま
した。春日型と呼ばれる常夜灯で、竿には「太神
宮」、「道中安全」、「常夜灯」、「弘化三(1846)年午
歳二月吉日」と刻され、基壇には三段にわたり世
話人、寄進者名がびっしりと記されています。世
話人の中には平木村中、長野宿旅籠屋中、馬借
方、人足方など地元の人々や、津、伊賀、遠くは
江戸、大阪の人々の名前も記されています。
　現在、国道163号は、平成20年に新長野トン
ネルが開通し、その後も徐々に改良工事が行われ
るなど、昔と変わら
ず津と上野を結ぶ重
要なルートの一つで
す。常夜灯を訪れて、
当時の様子に思いを
はせてはいかがでし
ょうか。

ごう　 し

ば　しゃく

い　　お　　の

は　た　ご　 や

にん　そく

市指定有形民俗文化財 三船常夜灯  
み　　 ふね



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

７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・・・・・・・・・・・・・・

7件（72件）
2件（17件）

1,108件（7,263件）
769件（4,672件）

2人（6人）
83人（607人）

市民の動き
６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)

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,745世帯
（前月比64世帯増）

280,957人
（前月比8人減）
136,401人
144,556人

広報 つ！　平成29年８月16日号14

イベント

募　　集

地域文化財総合活性化事業
歴史講演会「城館の発展史と多
気北畠氏遺跡」
　８月26日(土)13時30分～16時
ごろ　※13時開場　　北畠神社
会館ホール(美杉町上多気) 　増
渕徹さん(京都橘大学教授)によ
る講演、美杉ふるさと資料館など
の見学会　※事前申し込み不要
　北畠神社(　275－0615）

ふきのとう～夢の手づくり市～
　８月27日、
９月17日、10
月15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)　　こだわりフードや手
作り品、楽しい体験、音楽演奏な
ど県内外から約100店が大集合
　ふきの藤代表(　090－3459－
7496)

第38回僲雅会日本画展
　９月６日(水)～10日(日)９時
～17時　※６日は13時から、
10日は16時まで　　久居ふるさ
と文学館２階展示ギャラリー
　同会担当(　256－5271)

第13回三重大学応援団ブラスバン
ド部チアリーダー部合同ステージ
　９月２日(土)14時　※13時30
分開場　　三重大学三翠ホール
(栗真町屋町)
　同担当(　090－4216－1390)

夏休み子ども工作教室
　８月26日(土)９時～12時　　環
境学習センター大会議室(津市リサ
イクルセンター内)　　風力発電模
型工作　　市内に在住・在学の小
学３年生～中学生と保護者　　
　20組　　子どものみ１人800円
　８月19日(土)９時から、直接
窓口または電話で、参加者全員
の住所、氏名、学年、電話番号
を同センター(　237－1185)へ
※月曜日休館

初めての人のためのフットサル
入門講座
　10月２日・16日・30日、11月13
日・27日いずれも月曜日19時～21
時　※小学生は20時30分まで　
　成美小学校体育館　　小学生以
上　　　各20人　　１回400円
　８月21日(月)から各日の１週
間前までに、所定の申込用紙に必
要事項を記入し、ファクスまたはＥ

メールで津市スポーツ・レクリエー
ション協会事務局(　229－3247、
　sporec_tsu@yahoo.co.jp)へ
　内容に関すること…同講座担
当(　090－7603－0241)、申し込み
に関すること…同協会事務局(ス
ポーツ振興課内、　229－3254)

河芸文化祭への出展作品
　11月４日(土)・５日(日)　　日
本画、洋画、書、写真、手芸など
※規定あり、河芸文化祭未出展
の作品に限る
　９月４日(月)17時までに河芸
公民館または河芸総合支所地域
振興課にある所定の申込用紙に
必要事項を記入し提出
　同文化祭実行委員会(同課内、
　244－1700）

英会話講座(後期)
　９月29日～11月24日の毎週
金曜日19時～20時30分(全８回)
※11月３日は休講　　河芸公民
館　　市内に在住・在勤・在学
の人　　　30人　　5,000円　
※津市国際交流協会入会金2,000
円が別途必要
　９月１日(金)～15日(金)に直
接窓口または電話で同協会津北
部支部(河芸総合支所地域振興課
内、　244－1701)へ

■津市民体育大会

サッカー
卓球

９月24日㈰
10月15日㈰

海浜公園内陸上競技場
久居体育館

40歳以上
小学生、一般（高校生以上）

６チーム
300人

８月28日㈪～９月８日㈮
８月28日㈪～９月11日㈪

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

津市スポーツ協会事務所移転
 ９月４日(月)より、メッセウ
イング・みえ内(〒514-0056 
北河路町19-1 メッセウイン
グ・みえ１階)に事務所を移転
します。電話番号、ファクス
番号は変更ありません。

せん　が



　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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無料相談

健　　康

とき（９月） ところ
５日㈫
９時～12時
11日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

アスト津４階
会議室３

14日㈭
13時30分～
15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

コース と　き
９月26日～11月７日の毎週
火曜日10時～15時　※１時
間の昼休憩あり
９月22日～11月10日の毎週
火・金曜日18時30分～20時
30分　※11月３日は休講

平日昼
全７回

平日夜
全14回

とき（９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

１日㈮
９時30分～11時30分

14日㈭
13時～16時（受け付
けは15時まで）

市一志庁舎２階
第１会議室

６日㈬
９時30分～11時30分

芸濃福祉センター
相談室

11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

14日㈭
13時30分～15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

福祉の職場見学バスツアーinみえ
　９月９日(土)９時～17時　　
伊勢志摩地域の福祉施設の見学、
職員による仕事内容の説明など
　福祉・介護の職場に就職を希望
する人、関心のある人　　20人
　直接窓口または、郵送、電話、ファ
クスで三重県福祉人材センター
(〒514-0003 桜橋二丁目131、
　227－5160、　222－0170)へ

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
　10月26日(木)10時～15時40分
　県庁講堂棟第131会議室(広明
町)　　国語・社会・数学・理科・英
語　　病気などのやむを得ない
理由で、小中学校への就学を猶
予または免除された人など
　願書の受け付けは８月21日(月)
～９月８日(金)消印有効
　県教委高校教育課(　224－2913)

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン講習(Excel)

　エクセルの基礎、日商ＰＣ(デー
タ活用)検定受験(任意)、履歴書
の書き方、模擬面接　　県内に
在住のひとり親家庭等の親また
はその子ども(独身の30歳まで)
　　各10人　※託児あり
　８月23日(水)～９月８日(金)に
所定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送、ファクス、
Ｅメールで三重県母子・父子福祉セ
ンター(〒514-0003 桜橋二丁目131
県社会福祉会館４階、　228-6301、
　boshikafu@za.ztv.ne.jp)へ
※申込用紙は同センターのホー
ムページからダウンロードする
か、電話で同センター(　228－
6298)へ請求してください。

スキルアップ講座
生物多様性シリーズ
　生物と人間との関わり方を中
心に学習します。
　９月９日(土)①10時～12時②
13時30分～15時45分　　県生
涯学習センター４階中研修室(県
総合文化センター内)　　①日本
人とサメ こわい？おいしい？役
に立つ？②身近な動物｢タヌキ｣
と私たちの暮らし　　18歳以上
　　各50人
　８月23日(水)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵
送またはファクス、Ｅメールで三重
県環境学習情報センター(〒512-
1211 四日市市桜町3684-11、　
059-329-2909、　info@eco-mie.
com)へ　※申込用紙はホーム
ページからダウンロードできます。
　同センター(　059－329－2000)
　
韓国料理の体験教室
　９月16日(土)11時～14時　　
津リージョンプラザ２階栄養指
導室　　ビビンそうめん、チヂミ
作り　　30人　　一般1,500円
(会員1,000円)
　９月６日(水)までに電話また
はファクスで三重県日韓親善協
会事務局(　・　224－8765)へ

認知症予防教室
　９月８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　　講話
「知っておきたい認知症の症状
と付き合い方」　　市内に在住の
65歳以上　　　30人
　８月25日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

市民公開講座
　９月３日(日)14時～16時　　
三重県教育文化会館第５会議室
(桜橋二丁目)　　福島原発事故

による小児甲状腺がんの被ばく
発症の証明　　50人
　三重県保険医協会(　225－1071)

全国一斉「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」
相談電話Ｔ0570-003-110
　９月４日(月)～８日(金)８時
30分～19時、９月９日(土)・10
日(日)10時～17時
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

９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)



広報 つ！
毎月1日・16日発行

●編集・発行
　津市政策財務部広報課
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　西丸之内23－1　　
　　059－229－3111
　　059－229－3339
●印刷
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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。

　心の中にあるものを無理に引っ張り出されたら痛いし、傷も付きますよね。心の扉は内側にしか取っ手がなく、外からは
開けられないといわれています。だから、子どもが自分自身で心の扉を開けてくれるよう、寄り添いながらとにかく話を聴
く、“傾聴すること”を大切にしています。子どもたちは、大人がどうやって話を聴いているかを、表情や態度、声の調子などか
らも見ているんですよ。

　子どもたちが心身ともに健やかに成長していってほしいということと、「学校が楽しい」「授業が分かる」とい
う気持ちで学校へ来てくれることを願っています。それと、子どもたちや保護者の皆さんには気軽に相談室と
かスクールカウンセラーを活用してみてほしいですね。少しは心が軽くなってもらえるのではないでしょうか。

Q3 スクールカウンセラーとしての思い

Q2 大切にしていることは？

Q1 スクールカウンセラーはどんなことをするんですか？

太田 克子さん 
スクールカウンセラー

お お た 　 　 か つ こ

子どもたちが制作したコラージュや絵

　相談室に来てくれる子どもの話を聴いたり、校内のあちこちに出向いて話したり、掲示物から子どもの心の状態を推し
測ったりということが主なものになります。子どもたちはいろいろな思いを持って話してくれますし、悩みなんかがあって口
に出せなくても、さまざまなサインを送ってくれます。そういったサインに気付き、心を楽にしてあげることも役目ですね。また、
保護者の皆さんや先生と話す機会を設け、時には具体的な提案(コンサルテーション)もさせていただいたりしています。

平成７年から始まった学校カウ
ンセリング制度。太田さんは、教
員を退職後、平成14年から市内
の小中学校でスクールカウンセ
ラーを務め、現在４つの小学校
で児童らのサポートに当たって
いる。



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

美津佳舞踊の会 

津軽三味線お浚い会訓峯会

緋桜会カラオケの集い

中井智弥 箏・二十五絃箏リサイタル

コンセール・ドゥ・ドゥマン26   

三重のうたごえフェスティバルｉｎ 津

前売り 3,500円
当日    4,000円

催 し 物 の ご 案 内催 し 物 の ご 案 内

入場料

■津リージョンプラザ　お城ホール

■アストプラザ　アストホール

2

3

10

16

17

18

23

24

30

土

日

日

土

日

月

土

日

土

14:00

10:30

12:00

9:30

9:20

16:00

14:30

13:00

14:00

16:00

16:30

17:00

16:00

16:30

18:00

18:00

16:45

16:00

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

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

1,000円

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき７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８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７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８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

一般 　  800円
中・高・大学生、障が
いのある人  500円
小学生以下   無料

月

2017

9

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

藤田保健衛生大学七栗記念病院
医事課　252-1555(伊藤)

grow＋
　090-3562-5257(鈴木)

ユーシービージャパン
　052-589-8335(井田)

南立誠地区社会福祉協議会
　227-9046(中川)

三重県中小企業団体中央会
　228-5195(寺添)

サンライズ・エージェンシー
　06-6204-0312(高橋)

アレグリア
　0598-56-9669(藤村)

三重中央医療センター
　259-1211(沖田)

カラオケ広場 道　
　059-388-5881

黒田地区社会福祉協議会
　245-2311(山田)

河芸老人クラブ連合会
　245-0175(山岡)

美津佳会
　256-4820(松島)

　224-0198(兼重)

津軽三味線訓峯会
　090-9020-1408(鈴木)

大園歌謡教室
　228-2478

緋桜会
　090-3380-7000(丹羽)

ジャパトラ
　03-6785-1660

コール“蘭”
　090-7318-9199(上條)

　227-2680(祖父江)

grow＋vol.11（みんなで踊ろう）

市民公開講座「てんかんについて」

南立誠地区 敬老のつどい

合同企業説明会 

大学・短大入学願書配布＆個別進学相談会

アレグリア フラメンコフェスティバル

がん医療に関する市民公開講座

カラオケ広場 道 ５周年歌謡祭 

黒田地区敬老会

河芸老人クラブ連合会福祉大会 

2

16

18

22

23

24

30

土

土

月

金

土

日

土

500円

無　料

無　料

無　料

無　料

3,000円

無　料

18:30

13:30

12:30

13:30

13:00

17:30

13:30

21:00

16:00

16:30

16:00

16:00

19:30

16:30

10

18

24

日

月

日

無　料

無　料

無　料

9:30

10:00

9:00

17:00

12:00

16:30

■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

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

市民公開講座「住み慣れた地元で自分
らしい暮らしを続けるために」

開設29周年記念大園歌謡教室チャリティ
我が心の歌パレード

第５回らんらんコンサート
コンサートがはじまるよ！



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

市文化振興課
　229-3250

芸濃地区社会福祉協議会
　265-4890

　268-5588(樋本)

　293-1128(西山)

　090-8684-1470(鈴木)

芸濃地区敬老会

ひもとカラオケ親睦発表会

７

21

23

木

木

土

無　料

無　料

無　料

13:00

9:30

9:00

16:50

15:30

17:00

■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

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  

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  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津市中地区教育科学展実行
委員会事務局　227-5781
(橋南中学校 紀平)
津市社会科展実行委員会
事務局　234-3254
(南郊中学校 中村)

花乃館野乃花
　255-8007

三重富嶽クラブ　
　224-4397

三重県発明協会事務局
　059-345-7811(久松)

津市中地区教育科学展

第29回津市社会科展

第６回富士山写真展

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

2日(土)・3日(日)
10:00～16:00

9日(土)・10日(日)
9:00～16:30

30日(土)・10月1日(日)
9:00～17:00

16日(土)・17日(日)
9:00～17:00
(17日は16:30まで）

21日(木)～24日(日)
10:00～17:00
(21日は13:00から、
24日は15:00まで）

三重県ビッグバンド連盟
　090-9760-9208(伊東)

三重県ギターマンドリン連盟
　059-352-8664

市文化振興課
　229-3250

白山ふれあい芸能友の会
　262-0804(森川)

Ｊａｚｚ Ｍｅｅｔｉｎｇ みえ

第18回唄と踊りの発表会

3

17

23

日

日

土

無　料

無　料

無　料

12:30

13:00

9:10

18:00

17:00

17:00

津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念映画上映会」
①オケ老人！（日本語字幕付き）②けんかえれじい

第23回みえ県民文化祭 マンドリンと
ギターの仲間大集合ｉｎ はくさん

全音連三重・津新町支部
　090-2772-2447(薮内)

安濃町敬老会実行委員会
　268-5833(前田)

全音連歌唱全国大会2018三重津予選会

安濃町敬老会

3

17

日

日

無　料

無　料

10:00

14:00

17:00

16:00

■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

ことすが乃会
　090-1860-3372(垂髪)

大空会チャリティカラオケ初秋歌謡祭

第２回 歌と踊りの祭典

10

17

日

日

無　料

無　料

9:20

9:00

16:50

17:00

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

■白山総合文化センター　しらさぎホール
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母と暮せば（日本語字幕付き）②ビルマの竪琴15 金 無　料13:00 17:30

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

どんぐり カラオケと踊りの集い24 日 無　料9:10 17:00

■一志農村環境改善センター　多目的ホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

野乃花フラワーアレンジメント
教室 生徒作品展

平成29年度第46回
三重県発明くふう展



健康づくりだより

健康づくりだより

折り込み紙
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平成29年８月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3287

ある
20.6％

53.9％
時々ある
33.3％

全くない
44.4％

無回答1.6％

子どもと一緒にいるとき
にたばこを吸うことがあ
りますか【喫煙者の回答】

計画策定アンケート（H27年度）より

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（９月） 内容など

20日（水）
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

13日（水）
13：30～
15：15

赤ちゃんと楽しむ絵本
（図書館職員）、赤ちゃ
んとの生活（保健師）

安　濃
香良洲
一　志

ところ
（保健センター名） とき（９月）

６日（水）９：30～11：00
１日（金）13：30～15：00
27日（水）９：30～11：00

健康相談
　保健師による相談や血圧測定などを行います。
対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　８月23日（水）から各保健センターへ

安　濃
香良洲
一　志

ところ
（保健センター名） とき（９月）

６日（水）９：30～11：00
１日（金）13：30～15：00
27日（水）９：30～11：00

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　８月23日（水）から各保健センターへ

赤ちゃんの離乳食教室
　妊産婦、乳幼児と保護者を対象に、栄養士による
話や離乳食の試食(保護者のみ)、調理体験などを行
います。
定　員　河芸保健センター25人、久居保健センター
　30人　※先着順(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　８月21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》
幼児食へつなごう！

離乳食教室
《ステップアップ編》

河　芸

久　居

ところ
（保健センター名）

とき
（９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

13日（水）
13 ： 30～
15 ： 00
22日（金）
13 ： 30～
15 ： 00

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　９月21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　８月23日（水）から同保健センターへ

●受動喫煙が及ぼす子どもの健康への影響を知っ
ていますか？
　計画策定アンケートの結
果、右グラフのように半数
以上の子どもが受動喫煙に
さらされていることが分か
りました。子どもの健康へ
の影響としてSIDS(乳幼児
突然死症候群)、肺炎、気管
支炎などになる恐れがある
ため、子どもや妊婦の前では吸わないよう、一人一
人が心掛けましょう。
●お酒を飲み過ぎていませんか？
　女性や高齢者は、成人男性に比べ体に占める水分
量が少ないため、同じ量のお酒を飲んでも血中アル
コール濃度が高くなりやすく、酔いやすいため、注
意しましょう。また、妊娠中の飲酒は、早産や流産、
胎児の発育などに影響するため、禁酒が必要です。

第３次健康づくり計画
ワンポイントアドバイス



健康づくりだより

折り込み紙
広報津

問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　または各保健センター

　歯を失う主な原因はむし歯と歯周病です。日本
では約80％の人が、歯周病にかかっているといわ
れています。
　右のグラフは平成28年度の
津市歯周病検診の結果です。
　およそ70％の人が「要精密
検査」となり、歯肉に何らかの
症状がありました。歯ぐきの腫
れや出血などの症状がなくても、歯周病が進んで

いる恐れがあります。痛くないから大丈夫と思わ
ずに、かかりつけの歯科医をもち、定期的に検診
を受けましょう。
市が行う歯周病検診　津市では、市内の歯周病
検診協力医療機関で、40歳・50歳・60歳・70歳
の人を対象に歯周病検診を実施しています。
実施期間　平成29年８月～11月
費　用　無料
※対象者には、個別に通知しています。詳しく
は、案内通知をご覧ください。

受けよう！歯周病検診

　定期予防接種の期間内(１歳に達するまで)に
接種できなかった場合、その回数分を全額費用
助成します。ただし、任意接種となります。
対　象　平成28年４月１日～９月30日生まれの人

申請方法　健康づくり課または各保健センター
窓口で申請を受け付けています(郵送での申
請も可能です)。　※申請には印鑑が必要です。
接種期間　平成29年４月１日(土)～９月30日(土)
申請期限　平成29年９月29日(金)まで
接種場所　予防接種協力医療機関

　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」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
を進める「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。

あなたの健康づくりを
応援します！

ところ（保健センター名）
９月４日㈪13時30分～15時30分
９月８日㈮13時30分～15時30分
９月６日㈬13時30分～15時30分
９月７日㈭10時～11時30分

河　芸
安　濃
一　志
白　山

と　き テーマ

定　員　各会場先着30人
申し込み・問い合わせ　８月23日(水)から直接窓口または電話で各保健センターへ

ワン

「健康づくり教室」のご案内

　「死にたい」と悩んでいる人の多くは、「死ぬ
しかない」と「なんとか生きたい」という気持ち
との間で激しく揺れ動いていて、その気持ちが言
葉や行動の変化(不眠、体調不良、感情の不安定
さなど)となって自殺の危険性を示す何らかのサ
インを発するといわれています。
　一人で悩みを抱え込まずに、相談しましょう。
　周りにいる人は、いつもと違う感じやSOSの
サインを見逃さず声を掛けましょう。
■　あなたにもできる自殺予防のための行動
《気付き》～家族や仲間の変化に気付いて、声を掛ける～
　家族や仲間の変化に気付いたら、「眠れています

か？」など、自分にできる声掛けをしましょう。
《傾聴》～本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける～
　話題をそらしたり気持ちを否定したりするので
はなく、本人の気持ちを尊重し共感した上で、相
手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。
《つなぎ》～早めに専門家への相談につなげる～
　こころの病気や社会・経済的な問題などを抱えて
いるようであれば、専門家に相談するよう促しま
しょう。
《見守り》～温かく寄り添いながら、じっくりと見守る～
　自然な雰囲気で声を掛けて、焦らずに優しく寄
り添いながら見守りましょう。

９月10日は世界自殺予防デー　９月10日～16日は自殺予防週間です

脳活性化のための３つのポイント！！～脳の血流を促す食事・生活習慣とは？～
楽しく・正しく・安全に体力評価！
こころとからだのリフレッシュ～ヨーガとアロマで元気になりましょう～
畑仕事の前後にこれだけ。簡単体操を学ぼう

Ｂ型肝炎予防接種費用助成

要精密検査

要指導
18％

69％

異常なし13％



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

　乳幼児期の子どもには、どのような絵本を選ん
だらよいのでしょうか？乳幼児期の子どもの発達
と絵本の関係などを一緒に学んでみませんか。
と　き　９月27日、10月４日いずれも水曜日10
　時～12時
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　岩附啓子さん
定　員　先着20人
申し込み　８月23日(水)９時から直接窓口または
　電話で同図書館へ
託　児　１歳～就学前までの子どもの託児を行い
　ます。希望する人は９月22日(金)までに申し込
　んでください。(子ども１人につき１回300円)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

　安濃図書館では、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
トへ、紙芝居や、ＣＤなどの視聴覚資料は、開館
後、直接カウンターへ返却してください。
と　き　9月19日(火)～29日(金)
問い合わせ　同図書館(　268-5822)と　き　10月１日(日)11時～

ところ　一志図書館おはなしコーナー
内　容　オカリナ演奏｢シルクロードのテーマ｣｢愛
　燦燦｣｢君をのせて｣他
出　演　樋口尚美さん、大道菜緒美さん他
定　員　先着30人(小学生以下は保護者同伴)
入場整理券　９月１日(金)10時から同図書館カウ
　ンターで配布
問い合わせ　同図書館(　295-0116)

●９月３日(日)･･･アニメ｢ファーブル昆虫記⑦コ
　オロギとゾウムシ｣(40分)
●９月17日(日)･･･アニメ｢まんが日本昔ばなし(舌
　切り雀･龍の淵･おいてけ堀･河童のくれた妙薬)｣
　(計50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８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 ９月
September

2017月刊

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

　図書館資料を有効活用するため、除籍した図書
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。
●対象図書がなくなり次第終了します。
と　き　９月13日(水)～27日(水)10時～18時
（休館日を除く）
ところ　一志図書館
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
冊　数　１人10冊以内(うち同名の雑誌は５冊まで)
問い合わせ　同図書館(　295-0116)

●リサイクルフェア●リサイクルフェア

●絵本講座(無料)●絵本講座(無料)

●オカリナコンサート(無料)●オカリナコンサート(無料)

と　き　10月11日、11月８日、12月13日いずれ 
　も水曜日13時30分～15時30分(全３回) 
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　発声練習、早口ことば、詩･名作の音読･
　群読など
講　師　鈴村実千代さん(わらべ朗読部会代表)
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着35人
申し込み　９月１日(金)から直接同文学館１階カ
　ウンターへ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●秋季大人のための音読会(無料)●秋季大人のための音読会(無料)

と　き　10月６日、11月17日、12月１日、来年 
　１月19日いずれも金曜日13時30分～15時30分
　(全４回) 
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　発声練習、絵本の楽しみ方、読み聞かせ
　の表現方法など
講　師　日間賀京子さん(久居おはなしの会かたつ
　むり)
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着30人
申し込み　９月１日(金)から直接同文学館１階カ
　ウンターへ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●楽しい読み聞かせ講座(無料)●楽しい読み聞かせ講座(無料)

●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



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

安濃図書館
(　268-5822)10時～18時

９月のおはなし会など９月のおはなし会など

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）

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

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

14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

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

7日・21日いずれも(木)14時15分～

2日・16日いずれも(土)15時～

6日・20日いずれも(水)15時～

9日(土)15時～

11日(月)10時30分～

21日(木)10時～

23日(土・祝)15時～

27日(水)11時～

17日(日)11時～

9日(土)・23日(土･祝)いずれも11時～

16日(土)14時～

7日・21日いずれも(木)11時～

9日(土)11時～

23日(土･祝)15時～

6日・13日・20日・27日いずれも(水)15時～

1日(金)11時～　

2日(土)14時30分～　　　　　　     

10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

やまびこ会

図書館職員

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

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）

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、手遊び、歌など）

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

14日(木)15時～　　　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

7日(木)・14日(木)・21日(木)・30日(土)いずれも
15時～

①2日(土)②9日(土)③16日(土)④23日(土･祝)
いずれも15時～

９月 図書館カレンダー９月 図書館カレンダー は、休館日

日

3
10
17
24

水

6
13
20
27

木

7
14
21
28

金

1
8
15
22
29

土

2
9
16
23
30

月

4
11
18
25

火

5
12
19
26

日

3
10
17
24

水

6
13
20
27

木

7
14
21
28

金

1
8
15
22
29

土

2
9
16
23
30

月

4
11
18
25

火

5
12
19
26

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

きらめき図書館
(　292-4191)９時～17時
一志図書館
(　295-0116)10時～18時
うぐいす図書館
(　262-5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時)
美杉図書室
(　272-8092)９時～17時

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
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