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広報 つ！　平成29年10月１日号２

問い合わせ　三重短期大学　　232－2341　　232－9647

三重短期大学学生募集
出願をお待ちしています！

　三重短期大学は県内唯一の公立短期大学で、法経科第１部、生活科学科、法経科第２部(夜間
部)の３学科で構成されています。来年３月に高校を卒業する人、働きながら学びたい人、退職
後にもう一度学びたい人など、皆さんからの出願をお待ちしています。

募集内容

　出願書類は、各出願期間中に郵送または三重短
期大学窓口で受け付けます(９時から17時まで。
土・日曜日、祝・休日を除く)。

三重短期大学│

推薦
学科・専攻・コース 募集人員 出願条件 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

50人程度

11月１日㈬
～10日㈮
必着

11月１日㈬
～10日㈮
必着

11月25日㈯

11月26日㈰

11月28日㈫

11月28日㈫

20人程度

45人程度

30人程度法経科第２部

津市特別推薦枠

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●募集人員のうち、次に掲げる人員で津市特別推薦枠を設けます。
　法経科第１部20人以内、生活科学科食物栄養学専攻10人以内、生活科学科生活科学専攻20人以内
●出願には、上記条件（ただし、評定平均値は3.3以上が望ましい）に加え、入学の日（平成30年４月１日）の１
　年前から引き続き津市内に住所を有する人、またはその人の配偶者もしくは１親等の親族であることが
　必要です。

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問わな
　い）を平成30年３月卒業見込みの人
●人物、学業ともに優れている人（学業に
　ついては評定平均値3.5以上が望ましい）
　で、学校長の推薦を得た人
●合格した場合、必ず入学できる人

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問わな
　い）を平成30年３月卒業見込みの人
●学校長の推薦を得た人

●書類審査（学
　習計画書を
　含む）
●面接

●書類審査
●小論文
●面接

※学科構成やカリキュラム、出願手続きなど、詳しくは「大学案内」をご覧ください。
　三重短期大学ホームページでもご覧いただけます。

法経科第１部
　「法律コース」と「経商
コース」の２コースがあ
り、法律・経済・経営など
社会科学を学ぶことができ
ます。

生活科学科
　「食物栄養学専攻」と「生活科
学専攻」に分かれ、食物栄養・
福祉・心理・住居・環境共生を
中心に、生活科学について総合
的に学ぶことができます。

法経科第２部
　法律・経済・経営など社会科学
を学ぶことができ、高校を卒業し
たばかりの人をはじめ、社会人や
退職した人、主婦など幅広い年齢
層の人が学んでいます。

返信用封筒に貼る切手の目安

大学案内 
一般入試要項と大学案内 
一般入試要項 
推薦入試要項と大学案内 
推薦入試要項 
センター試験利用入試要項と大学案内 
センター試験利用入試要項

資料名 切手の額面
205円
400円
250円
400円
250円
400円
250円
400円
250円
250円
205円

社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項
社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項

生活
科学科
法経科
第２部

　大学案内と募集要項(昨年の入学試験問題を含
む)は、無料で学生部などで配布しています。郵
送を希望する場合は、希望する資料名を明記し、
返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、郵便
番号、住所、氏名を表書きしたもの)を同封して
三重短期大学(〒514-0112 一身田中野157)へ送
付してください。

大学案内・募集要項の配布と出願方法
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一般学力試験

大学入試センター試験利用

学科・専攻・コース 募集人員 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

40人程度
来年
１月10日㈬
～19日㈮
必着

来年
１月10日㈬
～19日㈮
必着

来年
２月26日㈪
～３月２日㈮
必着

来年２月７日㈬

来年２月６日㈫ 来年２月９日㈮

来年２月９日㈮

来年３月13日㈫

来年
３月13日㈫

来年３月11日㈰

25人程度

30人程度

40人程度法経科第２部

食物栄養学専攻
生活科学専攻
●生活福祉・心理コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語総合（古文・漢文を除く）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●国語総合（古文・漢文を除く）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●小論文
●面接

学科・専攻・コース 募集人員 センター試験の指定科目など 入学試験要領 出願期間 合格発表日
法経科第１部
●法律コース
●経商コース

Ⅰ　

期

Ⅱ　

期

法経科第２部

10人程度

来年
２月９日㈮
～16日㈮
必着

来年
２月26日㈪

５人程度

15人程度

50人程度

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

●国語（近代以降の文章）、数学（簿記・会計、
　情報関係基礎を除く）または理科（地学基
　礎、地学を除く）から１科目、外国語（英
　語）の３教科３科目

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

来年
２月26日㈪
～３月２日㈮
必着

５人程度
生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から１科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

11月１日㈬
～10日㈮
必着

来年
２月26日㈪
～３月２日㈮
必着

11月
28日㈫

来年
３月
13日㈫

11月
25日㈯

来年
３月
11日㈰

●書類審査
●小論文
●面接

●書類審査
●面接

生活科学科
生活科学専攻
●生活福祉・
　心理コース
●居住環境
　コース

法経科第２部

学科・専攻・
コース

募集
人員

試験科目
など 出願期間 入学

試験日
合格
発表日

若干
人

30人
程度

大学入試センター試験を利用する場合の教科･科目について
●理科は①グループ(物理基礎、化学基礎、生
　物基礎、地学基礎)から２科目を選択するか、
　②グループ(物理、化学、生物、地学)から１
　科目を選択
●地理歴史、公民、理科②グループで２科目受
　験した場合は、第１解答科目の得点を採用(Ⅰ
　期・Ⅱ期とも)

●英語はリスニングを含む

※大学入試センター試験で受験すべき教科・科
　目の詳細については、三重短期大学ホームペー
　ジの「入試情報」にある「平成30年度大学入
　試センター試験利用入試(試験科目・配点等)」
　を参照してください。

　入試や学科・コース、就職・進路などの個別
進学相談を行います。
　事前申し込みは不要ですので、ぜひお気軽に
ご参加ください。

10月14日■13時～16時
三重短期大学 大学ホール

土

社会人特別選抜

受験相談会を開催！！
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三重県里親啓発公認キャラクター
みえさとちゃん

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3334

里親制度を知っていますか？
10月は里親月間

里親とは
　保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど、さまざまな事情で保護者
と一緒に暮らすことができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情
をもって養育する人を「里親」といいます。

里親の種類

里親になるまでの流れ

養育里親
　保護者と生活ができるようになるまで、または
自立して生活できるようになるまで(原則18歳ま
で)養育する里親です。養育期間は１カ月未満の
場合もあれば、数年間の場合もあります。
専門里親
　虐待を受けた子ども、非行傾向のある子ども、
障がいのある子どもなど、特に専門的な支援が必
要な子どもを養育する里親です。

親族里親
　保護者の死亡や行方不明などにより、子どもを
養育できなくなった場合に、子どもの扶養義務者
である親族(祖父母など)が養育する里親です。
養子縁組里親
　養子縁組によって子どもの養
親となることを希望する里親で、
養子縁組が成立するまで里親と
して養育します。

①相談 ②研修 ③調査・申し込み ④審査・登録

　お住まいの地
域の児童相談所
(津市は中勢児
童相談所　231－
5666)にご相談く
ださい。里親制
度について詳し
く説明します。

　里親制度など
に関する研修(座
学３日間、施設
実習２日間)を受
講します。
※研修は一部免
　除される場合
　もあります。

　児童相談所の担当職
員が家庭訪問し、家庭
環境、資産状況、健康
状態などに関する調査
を行います。その後、
要件を確認した上で、
里親認定申込書を提出
していただきます。

　県社会福祉審議会での審査を
経て里親として認定されると、
里親名簿に登録されます。
※里親登録後、児童相談所が子
　どもの条件や里親の状況など
　を考慮し、子どもにとって最
　適な里親との組み合わせを選
　びます。

里親説明会、出前講座
　里親制度を広く知ってもらうため、県内各地で里
親説明会や里親出前講座が開催されています。里親
出前講座は、地域の会合や会社の研修会など少人数
でも無料で開催ができ、
今年度からは里親制度に
ついて理解を深めてもら
うための「三重県版里親
普及啓発DVD」が上映さ
れるようになりました。

　里親説明会のスケジュールや里親出前講座につ
いてなど、詳しくは三重県ホームページをご覧いた
だくか以下へお問い合わせください。里親月間を
きっかけに里親制度について学んでみませんか？

問い合わせ
三重県児童相談センター 総務・家庭児童支援室
〒514-0113 一身田大古曽694-1　Ｔ231-5669

三重県　里親制度│
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９時～16時（29
日は15時まで）

10時～15時

作品展示、バザー

茶会（抹茶）
11時～ 餃子

11時～ お菓子
10月29日㈰

10月28日㈯
９時30分～
16時30分 学習発表会 津センターパレス５階

津市センターパレス
ホール

９時30分～
12時30分ごろ 学習発表会 アスト津４階

アストホール

茶会（抹茶） アスト津４階和室

アスト津５階

10月21日㈯ ９時～11時30分 発表会 修成小学校３階
多目的ホール

10月28日㈯
９時～15時 作品展示

11時～14時 うどん
10時～ クッキー販売

10時～15時 バザー
９時～16時 作品展示

９時～15時 作品展示

10月29日㈰
９時～14時

９時～14時30分

作品展示
茶会（抹茶）
うどん

10月28日㈯ ８時45分～
12時30分 発表会 高田会館ホール

（一身田町）

10月21日㈯

10月22日㈰

９時30分～16時 作品展示、喫茶・軽食、健
康相談、味ご飯販売
茶会（抹茶）

作品展示、喫茶・軽食、健
康相談、バザー

一身田公民館、寺
内町の館（茶会）

10月15日㈰ 13時～16時 発表会 白塚市民センター

10月21日㈯

９時～16時 作品展示

９時～15時 作品展示、バザー
11時～13時 うどん

10月22日㈰

９時～15時

スイーツ&コーヒー10時～12時
10月22日㈰ 13時～16時 発表会 美里文化センター

11月11日㈯ ９時～16時
作品展示、茶会（抹茶）、即
売会（男の料理、パン・お菓
子、ヘルシークッキング）

11月12日㈰ ９時～15時 作品展示、茶会（煎茶）、即
売会（男前料理）

10月15日㈰ 12時～15時30分 発表会 高茶屋市民セン
ター

11月11日㈯ ９時～16時
作品展示、茶会（煎茶）、即
売会（手編みと手芸・革あ
そび）

11月12日㈰ ９時～15時 作品展示、手打ちうどん

10月28日㈯
９時～16時 作品展示、発表会（午前）

かやくご飯の販売12時15分～

10月29日㈰ ９時～15時 作品展示、発表会（午前）、家
庭用品バザー

10月28日㈯ ９時～ お菓子販売（女性料理）
（売り切れ次第終了）

12時～15時 発表会
10時～14時30分 茶会（煎茶）
10時～15時 うどん（初級男性料理）

９時～16時（29日
は15時30分まで）

作品展示、バザー

中央
Ｔ228－2618

11月４日㈯

11月５日㈰

10月27日㈮～
29日㈰ 津センターパレス２階

中央公民館

橋南公民館

白塚公民館

南郊公民館

敬和公民館10月29日㈰

10月28日㈯・
29日㈰

豊里公民館

片田公民館

10時～15時

10時～14時30分

公民館名 内　容 ところと　き 内　容 ところ

橋北
Ｔ227－1738

橋南
Ｔ226－3220

一身田
Ｔ232－2108

白塚
Ｔ232－3043

片田
Ｔ237－1513

南郊
Ｔ234－5703

豊里
Ｔ232－2250

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150　各公民館

平成29年度 公民館文化祭
日頃の成果を披露します！！

　公民館講座や自主講座など、公民館で活動する団体の皆さんが日頃の学習成果を披露しま
す。白山・美杉地域の公民館文化祭については、広報津10月16日号でお知らせします。

津 地域

公民館名 内　容 ところと　き
10時～14時30分 舞台発表
15時～ ビンゴ大会

11月４日㈯・
５日㈰

９時～17時（５
日は15時まで）

作品展示、チャリティー・
講座生の手作りバザー

大井
Ｔ293－6673 11月19日㈰ ９時～15時30分

講座生・小学生・住民の作品
展示や舞台発表、農産物品
評即売会、飲食コーナー、
茶の湯でおもてなし、講座
体験、地域団体コーナー、
不用品バザー

大井公民館

波瀬
Ｔ294－7472

11月４日㈯・
５日㈰

９時～17時（５
日は15時まで）

講座生・住民の作品展示や
団体の啓発コーナー、バ
ザー、茶席、すいせんの会
コーナー、菊花の展示

波瀬公民館

11月11日㈯ ９時～15時

11月11日㈯・
12日㈰ ９時～15時

作品展示（講座作品、小学生
・園児作品）、講座体験、手
作りマルシェ、飲食ブース

11月12日㈰ ９時～15時

講座発表、小学生・園児舞
台発表、菓子つかみ取り
県内外チームよさこい演舞、
盆踊り、菓子まき

川合
Ｔ293－3711 川合公民館

一志高岡
Ｔ293－5611

11月４日㈯

11月５日㈰ 一志高岡公民館

公民館名 内　容 ところと　き
11月４日㈯・
５日㈰

９時30分～17時
 （５日は12時まで） 作品展示

10時～14時 茶会（抹茶）、模擬店など
（売り切れ次第終了）

９時30分～14時 学習発表会
９時30分～15時 作品展示（幼稚園児など）

10時～14時

10時15分～14時

バザー、抽選会、パン食い
競争など

10時15分～
10時30分 風童夢太鼓

10時30分～13時 茶会（抹茶）

作品展示、学習発表会、バ
ザーなど（講座生・小中学校）

９時30分～15時 作品展示（講座生・幼稚園・
小中学校・いなば園）

９時45分～
11時40分

学習発表会（講座生・幼稚
園・小中学校）

９時45分～13時 茶会（抹茶）
10時～14時 バザー
13時～14時30分 子ども消防団

11月25日㈯・
26日㈰

13時～16時30分
（26日は９時～
15時）

作品展示（講座生・小学校・
幼稚園）

桃園公民館・桃園
小学校体育館

９時～９時45分
開会式、緑のカーテンコン
テスト・農産物品評会表彰
式

９時50分～12時 講座生舞台発表
10時～13時 バザー（売り切れ次第終了）

14時～14時50分 農産物、リサイクル用品即
売会

10時～ 茶席（売り切れ次第終了） 桃園公民館

９時～15時
作品展示（幼稚園・小学校作
品を含む）、公民館講座発表
など

10時～14時 茶会（抹茶）、農産物品評会
・販売、学習発表会

10時～12時 バザー

立成公民館

11月４日㈯
久居体育館

稲葉
Ｔ252－2276 11月５日㈰ 稲葉公民館とその

周辺

七栗
Ｔ252－1986 11月12日㈰ 栗葉小学校体育館

とその周辺

桃園
Ｔ256－7686

11月26日㈰
桃園小学校体育館
（バザーは屋外）

戸木
Ｔ255－2135 12月３日㈰ 戸木小学校

一志 地域

立成
Ｔ256－9393

久居 地域

バザー
10時～10時50分 絵本読み聞かせ

10時～ 体験コーナー「ポーセラーツ」

敬和
Ｔ225－2325

10時～14時
11時～14時
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芸濃ふるさとガイド会がご案内♪津駅発着のバスツアー

1
TSU NEWS

問い合わせ　市民交流課　　229－3102　　227－8070
2017津市国際交流デー

10 15
　子どもから大人まで楽しめるイベント盛りだくさん。津市に住む外国人
の皆さんと国際交流しながら、楽しい一日を過ごしませんか。

日 10:00~16:00
お城西公園 ( 市本庁舎北側 )

●各国の料理や雑貨などを販売する「国際屋台村」
●各国のダンスや音楽などで盛り上がる「ワールドステージ」
●外国人住民を対象とした着付け体験など日本文化を紹介！
●白バイ展示、お菓子の重さ当てクイズ　など

2
TSU NEWS 芸濃名所めぐり＋伊勢の津七福神2017秋冬

3
TSU NEWS 津市森林セラピー基地イベントでリフレッシュ

11 12
10:00~15:00
(9:30から受け付け)
レークサイド君ケ野集合・解散

紅葉の君ヶ野湖畔コースセラピーウオーク 森林セラピストにおまかせ！３

　秋の君ヶ野ダム湖畔を楽しくウオーク。色付き
始めた山々とダム湖のコントラストはこの季節だ
けの景色です。木陰で一休みしてみんなで食べる
昼食も格別ですよ。
定　員　先着50人　
費　用　1,500円(保険料、昼食代を含む)
募集期間　10月10日(火)～11月２日(木)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ

集合時間　９時30分(Ⓐ-㋠のみ14時50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)
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

日

　大人気のセラピスト企画イベントも今年度はこ
れで最後。少人数制で内容の濃いおもてなしが体
験できます。担当セラピストによってコース・内
容が変わるので、詳細はお問い合わせください。
定　員　各コース10人　
費　用　2,000円(保険料、昼食代を含む)
募集期間　10月16日(月)～11月10日(金)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ

11 19
9:30~15:00
(9:00から受け付け)
火の谷温泉コース、塚原ヒストリーコース  他

日

Ⓐ－㋭★

Ⓐ－㋬

Ⓑ－②

Ⓐ－㋣

Ⓑ－③

Ⓐ－㋠

名刹閑翁寺・普門寺と津観音
の毘沙門天 11月２日㈭

11月９日㈭

11月16日㈭

11月30日㈭

12月７日㈭

12月21日㈭

10月19日㈭

10月26日㈭

11月２日㈭

11月16日㈭

12月７日㈭

締め切り
（必着）と　きコース名コース

番号

霊樹大椋と結城神社の福禄寿

紅葉を訪ねて～河内渓谷と錫
杖湖畔ウォーキング（約6.9㎞）
紅葉の河内渓谷と江姫ゆかり
の円光寺
歴史街道ウォーキング
閑翁寺～石山観音（約６㎞）
夜を彩るX’masイルミネーシ
ョン（芸濃・南長野）

※はがき１枚につき１コースのみ

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266-2510　　266-2522

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272-1119

11月23日（木・祝）
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5
TSU NEWS 第12回 市民白バラ講演会

 津市明るい選挙推進協議会と津市選挙管理委員
会では、明るい選挙の推進と皆さんに政治や選挙
に対する関心を高めてもらえるよう、市民白バラ
講演会を開催します。
演　題　舞台裏から見た政治・経済
　　　　～日本再生のために何が必要か～
講　師　須田慎一郎さん(経済ジャーナリスト)
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選600人
申し込み　はがき、またはＥメール(後日確認
メールを返信します)で郵便番号、住所、氏
名、電話番号、希望枚数(２枚まで)を選挙管理
委員会事務局(〒514-8611 住所不要、Ｍ229-

11 11 13:15~15:00
津リージョンプラザお城ホール土

　3236＠city.tsu.lg.jp)へ　※当選者には11月
１日(水)ごろに入場整理券を郵送します。
締め切り　10月20日(金)17時15分必着

内　容　ダンベル体操やストレッチで体を動かして健康づくり
講　師　渡辺美代子さん(健康体操・百寿グループ)
定　員　先着50人
持ち物　ダンベル(ペットボトルに水または砂を入れた物でも可)、運動
しやすい服装、飲料水、タオル

申し込み　10月10日(火)から、電話で白山保健センター(Ｔ262-7294)へ

6
TSU NEWS ダンベル体操で健康ボディーに！

健康づくり推進員による元気づくり集会

11 17金 10:00~11:30
白山保健福祉センター２階

1961年、東京生まれ。日本大学経済学
部卒。経済紙の記者を経て、フリー・
ジャーナリストに。
｢夕刊フジ｣｢週刊ポスト｣｢週刊新潮｣な
どで執筆活動を続ける傍ら、テレビ朝
日｢ビートたけしのTVタックル｣、読売
テレビ｢そこまで言って委員会NP｣、
ニッポン放送｢あさラジ｣｢須田慎一郎の
ニュースアウトサイダー｣他、テレビ、
ラジオの報道番組などで活躍中。平成
19年から24年まで、内閣府、多重債務
者対策本部有識者会議委員を務める。

須田 慎一郎さん

4
TSU NEWS 津ぅのお菓子屋さんが教えるスイーツ教室

和菓子職人＆パティシエと一緒に季節の和菓子・洋菓子を作ろう♪

時　間　いずれも13時～16時
ところ　中央公民館調理実習室
対　象　小中学生と保護者(保護者１人に子ども２人まで)
定　員　抽選各12組(受講はいずれか１回のみ)
申し込み　直接窓口または、はがき、Ｅメールで住所、氏
名、年齢、電話番号、参加希望回を商業振興労政課
(〒514-8611 住所不要、Ｍ229-3114@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　10月18日(水)必着

と き 内容（講師店舗） 費　用

第
１
回

第
２
回

第
３
回

11月
５日㈰

練りきりと季節のフ
ルーツ大福作り
（刀根菓子館）

１人800円
（材料費含む）

11月
19日㈰

ハサミを使った菊の練
りきりときんとん作り
（御菓子司 清観堂）

１人800円
（材料費含む）

12月
２日㈯

クリスマスデコレー
ションケーキ作り
（パティスリー ナカジマヤ）

１人1,500円
（材料費含む）

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　　229－3236　　229－3338

問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　　229－3287
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7
TSU NEWS 2017久居まつり

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8846　　255－0960

河芸文化祭＆フェスタinかわげ
問い合わせ　河芸総合支所地域振興課　　244－1700　　245－0004

講演 書家 金澤泰子/席上揮毫 書家 金澤翔子
津市人権講演会

問い合わせ　一志総合支所地域振興課　　293-3006　　293-5544

無 料

　このひさい版仮装大笑への
出場がきっかけで、全日本仮
装大賞(日本テレビ)に出場し
た作品もたくさんあります。
今年のゲストは、久本雅美さ
んです。楽しい仮装を見て、
みんなで大笑いしませんか。

10 22 10:00~16:00

本祭

内　容　ステージ発表、子ども向けステージイベ
ント、よさこい、地元商店などによる出店、80
ｍ子ども巻きずし、まちかど博物館、子どもみ
こし、久居ハロウィーン

　パレード、ミニＳＬ乗車
　体験、かえっこバザール
　など

久居二ノ町、久居本町周辺
10 29 14:00~(13:00開場)
ひさい版仮装大笑

※開場時に整理券を入口で配布

11 4 9:00~16:00

11 5 9:00~15:30
河芸公民館とその周辺

11 5 11:00~15:30

内　容　作品展示、舞台発表、
　バザーなど

河芸公民館

河芸文化祭

内　容　
●オープニング～朝陽中学校吹奏楽部の演奏～
●三味線演奏
●ハローキティのキャラクターショー
●河芸太鼓衆Ｄo･魂鼓
●楠田枝里子さんによる講演会
　定員500人(要整理券)　※整理券は、10月20日(金)10時から
　河芸総合支所地域振興課、河芸公民館で配布(１人２枚まで)
●地域農産物･特産品の販売

フェスタinかわげ

演　題　ダウン症の娘と共に生きて　※手話通訳あり
定　員　先着360人　※要整理券
申し込み　はがき、またはファクス、Ｅメールで希望枚数(２枚まで)、郵便番
　号、住所、氏名、日中の連絡先を、一志総合支所地域振興課(〒515-2516
　一志町田尻593-2、　293-5544、　293-3000@city.tsu.lg.jp)へ
　※対象者には整理券を郵送します。
申込期間　10月16日(月)～31日(火)

楠田枝里子さん

津リージョンプラザお城ホール

11 19 14:00~15:30(13:30開場 )
一志農村環境改善センター多目的ホール
こ

久本雅美さん

8
TSU NEWS

9
TSU NEWS

き　　ごう

金澤翔子さん

金澤泰子さん
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11 26 10:00~11:30
中央公民館ホール

日

10
TSU NEWS

11 18 10:00~11:30
中央公民館会議室

土

生涯学習講座

　津には山・丘・低地・砂浜などの多様な地形の
モコモコが分布しています。それらの地形のモコ
モコは、それぞれが違った地層のシマシマででき
ています。
　ＮＨＫのブラタモリで志摩の案内人を務めたこ
ともある近藤先生と一緒にシマシマ地層とモコモ
コ地形を読み解いて、過去から未来に至る津の自
然環境の変化について学んでみましょう！
講　師　近藤玲介さん(皇學館大学教育開発セン
ター准教授)

　笑いやポジティブな感情を日常に取り入れるこ
とにより、心身の健康を増進させる技法をお伝え
します。
講　師　小林美奈子さん(四日市看護医療大学准教授)
いずれも
定　員　抽選60人
費　用　500円
申し込み　はがき、またはファクス、Eメールで講
座名を明記し、郵便番号、住所、氏名、電話番号を
教委生涯学習課(〒514-0035 西丸之内37-8、
　229-3257、Ｍ229-3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　11月１日(水)必着

  健康促進講座

笑いと心身の健康づくり
   地学・自然地理学講座

モコモコとシマシマから読み解く
津のカコ・イマ・ミライ
～津周辺の地学環境～

好奇心 はじめる ひろがる 豊かな人生
問い合わせ　教委生涯学習課　　229-3248　　229-3257

津市モーターボート競走場
※入場料100円(20歳未満は無料)

問い合わせ　事業推進課　　224-5106　　224-9944

１回目13：15ごろ～　２回目14：30ごろ～
ツッキードーム

10：00～  芝生広場

12：45～  ツッキードーム （ウイニングラン終了後ツッキードーム）

９：25ごろ～  ツッキードーム
９：50ごろ～
ツッキードーム

オープニングセレモニー

優勝戦出場選手インタビュー 優勝者表彰式



○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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市民税課
　229－3130　　229－3331

公的年金受給者の皆さんへ
個人市民税・県民税のお知らせ

保険医療助成課
　229－3158　　229－5001

福祉医療費の受給資格の
認定基準が変わります

地域医療推進室
　229－3372　　229－3018

10月は骨髄バンク推進月間

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

お知らせ

ところ 内容・講師とき
（10月）

12日㈭
10時
30分～

12日㈭
19時
30分～

下之川地
域住民セ
ンター

竹原地域
住民セン
ター

講演「高齢者虐待を
知り、私たちにでき
ることを考えよう」
竹下彰人さん（第二
美杉シルバーケア豊
壽園管理者兼介護支
援専門員）
講演「ちょっと深イ
イ話～童謡編～」
佐野孝之さん（元雲
出小学校校長）

イベント

募　　集

地域包括ケア推進室
　229-3294　　229-3334

認知症サポーター養成講座

芸濃総合支所地域振興課
　266-2510　　266-2522

錫杖湖畔秋のウォーキング

建築指導課
　229－3187　　229－3336

安濃総合支所
木造住宅の耐震相談会

環境政策課
　229－3212　　229－3354

風力発電及び地球温暖化における
農作物研究の現状を考えるツアー

公的年金から個人市民税・県民
税が特別徴収されます
　65歳以上で公的年金を受給し
ている人は、個人市民税・県民
税のうち公的年金の所得に係る
税額が公的年金から特別徴収(引
き落とし)されます。平成29年
度10月支給分から対象になる人
には、６月に発送した「平成29
年度市民税・県民税納税通知書」
にお知らせを同封していますの
でご確認ください(平成28年度
中に公的年金からの特別徴収が
中止された人も含みます)。
申告をお忘れではありませんか
　国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料などの社
会保険料を納付書または口座振
替により納付している人は、市民
税・県民税の申告をすることによ
り社会保険料控除を受けることが
できます。公的年金の収入が400
万円以下で確定申告の義務がな
い人も、税額が変更になる場合が
ありますので、ご相談ください。

　福祉医療費助成制度(障がい者
医療費、一人親家庭等医療費)で
は、健康保険の被保険者および
税の扶養者を扶養義務者として
所得判定の対象としています
が、平成29年10月から、受給者
と別居している次の人について
は、生計の維持程度を総合的に
判断して扶養義務者でないと判
定された場合、所得判定の対象
から除外され、医療費助成を受
けられる場合があります。

●健康保険の被保険者、税の扶養者
●子どもを養育しない父または
　母で、健康保険の被保険者　
　(一人親家庭等医療費)
　医療費助成を受けるには申請
が必要で、適用は平成29年10月
１日(申請月の初日)からです。
詳しくは保険医療助成課または
各総合支所市民福祉課(市民課)
へお問い合わせください。

　日本では毎年約6,000人もの
人々が白血病など重い血液の病気
を発病し、そのうち約2,000人が骨
髄などの移植を必要としています。
　一人でも多くの患者を救うため
には、一人でも多くのドナー登録
が必要です。津市では、骨髄移植
ドナーとなった人とそのドナーを
雇用している市内事業者を支援
し、骨髄移植を待つ多くの人の命
が救われるよう「骨髄移植ドナー
支援事業」を実施しています。

　

と　き　10月14日(土)14時30
分～16時 
ところ　津リージョンプラザ２

階健康教室
内　容　認知症を正しく理解し、
認知症の人やその家族を見守
り支援するサポーターを養成
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　30人
申し込み　電話で地域包括ケア
推進室へ
締め切り　10月13日(金) 

　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　10月18日(水)10時～15時
ところ　市安濃庁舎１階ホール
申し込み　電話で建築指導課へ

　河内渓谷、錫杖湖畔などの約
６㎞のコースを歩きませんか。
と　き　10月21日(土)９時～
集合場所　旧雲林院小学校
費　用　300円(当日徴収)
申し込み　芸濃総合支所地域振
興課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、ファクスで同課(〒514-
　2292 芸濃町椋本6141-1)へ
締め切り　10月19日(木)必着 

と　き　10月27日(金)９時30分
　～16時30分　※昼食・飲み物
　は各自持参
ところ　新青山高原風力発電施
　設、野菜茶業研究所(安濃町草生)
定　員　先着20人
申し込み　電話で環境政策課へ
募集期間　10月３日(火)～16日(月)



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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選挙管理委員会事務局
　229-3236　　229-3338

津市議会議員選挙の啓発標語

子育て推進課
　229-3390　　229-3451

津市子ども・子育て会議委員

農林水産政策課
　229-3172　　229-3168

第12回農林水産まつり出店団体

豊里公民館
　・　232-2250

シニアのためのリトミック・脳トレ教室

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

津市生活・介護支援
サポーター養成講座

調達契約課
　229－3121　　229－3333

（仮称）津市公契約条例（案）
パブリックコメント

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市民スポーツ・レクリエーション
フェスティバル
チーム対抗“絆”ボウリング大会

定　員 ところ 費　用
一般の部
先着

20チーム

津グランドボウル
（垂水）

小学生の部
先着

28チーム

久居ボウリング
センター
（久居井戸山町）

１チーム
1,000円

（貸靴代別）

１チーム
600円

（貸靴代別）

　来年１月28日(日)に行われる予
定の津市議会議員選挙の啓発活動
などに使用する標語を募集します。
内　容　津市議会議員選挙の投
票参加や、明るい選挙の推進
を呼び掛けるもの　※未発表
の自作のもので１人３点まで

対　象　市内に在住の人
賞　品　最優秀賞１点…図書カー
ド１万円分、優秀賞５点…図
書カード3,000円分

申し込み　はがき、またはファク
ス、Ｅメールで標語(ふりがな)、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電
話番号を選挙管理委員会事務
局(〒514-8611 住所不要、　
229-3236@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　10月20日(金)消印有効
注意事項
　●応募作品は返却しません。
　●入賞作品の著作権、使用権
　は津市選挙管理委員会に帰
　属します。
　●入賞した人は氏名や住所を
　　公表しますので、同意の上
　　応募してください。

　総合的な子ども・子育て支援
を推進するため、その当事者と
して活発な意見を頂ける委員を
公募します。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の平成29年４月１日現在20
歳以上で、次の全てを満たす人

　●未就学児の保護者、または
　子ども・子育て支援に関心
　が高く、知識、経験のある人
　●任期の間、10回程度開催す
　る会議に参加できる人

　●津市の議員・常勤職員・他の
　審議会などの委員でない人

定　員　４人程度(選考あり)
任　期　委嘱した日から２年
報　酬　会議１回につき9,000円

申し込み　子育て推進課にある
応募用紙に必要事項を記入し、
「津市における子ども・子育て
支援について」をテーマに書い
た800字以内の作文を添えて、
直接窓口または郵送、ファクス、
Ｅメールで子育て推進課
(〒514-8611 住所不要、М
229-3167@city.tsu.lg.jp)また
は各総合支所市民福祉課(福祉
課)へ　※応募用紙は津市ホー
ムページからもダウンロード可
申込期間　10月10日(火)～11月
　10日(金)必着　

　福祉・介護に関する知識や技術
について、20時間程度の講義を受
講した後、地域包括支援センターと
共に高齢者が住み慣れた地域で生
活が送れるようにサポートします。
と　き　11月１日(水)・８日(水)・
15日(水)・20日(月)・29日(水)
(全５回)
ところ　市本庁舎８階大会議室Ｂ
定　員　先着30人
申し込み　電話で高齢福祉課へ
申込期間　10月10日(火)～27日(金)

　音楽に合わせ、手・足や頭を
動かし、脳を活性化させよう。
と　き　11月８日～来年３月28
　日の第２・４水曜日いずれも
　10時～11時30分(全10回)
ところ　豊里公民館研修室
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選20人
受講料　3,000円(10回分)
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を豊
里公民館(〒514-0126 大里睦
合町610-1)へ　※往復はがき
１枚につき１人有効
締め切り　10月16日(月)必着

と　き　12月10日(日)９時30分～13時
対　象　市内に在住・在勤・在
学の小学生以上(１チーム３人)

申し込み　スポーツ振興課また
は各総合支所地域振興課、津市
スポーツ協会にある所定の申込
用紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、Ｅメールで同
協会事務局(〒514-0056 北河
路町19-1 メッセウイング・みえ１
階、Мinfo@tsuspokyo.org)へ
申込期間　10月10日(火)～11月
10日(金)

募集期間　10月３日(火)～11月
　２日(木)必着
閲覧場所　調達契約課、総務課情
報公開室、津市ホームページ
提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで調達契約
課(〒514-8611 住所不要、М
229-3121@city.tsu.lg.jp)へ

　　市内で採れた新鮮で良質な農
林水産物やその加工品の販売
ブース、木工教室などの体験
ブースの出店者を募集します。
と　き　11月３日(金・祝)９時30
分～15時
ところ　丸之内商店街アーケード
対　象　市内で農林水産業を営
む生産者または生産団体
申し込み　電話で農林水産政策課へ
締め切り　10月18日(水)



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　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(〒
514－0056 北河路町19-1 メッセ
ウイング・みえ１階、　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)
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申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員

■津市民スポーツ教室

■津市民体育大会

10月５日㈭～20日㈮

10月２日㈪～31日㈫

10月２日㈪～11月26日㈰

サッカー（Ｕ８の部）
サッカー（アクティブシニアの部）
フェンシング
レスリング

弓道

スポーツ吹矢
卓球
バスケットボール（ミニの部）
なぎなた
空手道

合気道

アーチェリー

体操

柔道

サッカー（一般の部）

西部運動広場

久居高校体操場（戸木町）

三重武道館 小学生以上

高校生以上

30ｍの距離で的を外さない
程度の技量のある人
小中学生および津市内の体
操クラブに所属している人

初心者10人
経験者40人

11月５日㈰

11月５日㈰

11月19日㈰

11月19日・26日いずれも日曜日

11月５日㈰10：00～12：00
11月５日㈰13：30～16：00

11月19日㈰９：00～11：30

11月19日㈰９：00～16：00

11月19日㈰13：30～16：00
11月19日㈰９：00～11：30
11月19日㈰13：30～16：00
11月19日㈰13：30～16：00
11月19日㈰17：00～19：30
11月19日㈰17：00～19：30
12月17日㈰10：00～12：00

５歳～小学２年生
35歳以上

小中学生

中学生以上

小学生以上
小中学生（経験者）
小学生
小中学生
小学２年生以上
４歳以上
４歳以上

海浜公園内陸上競技場
海浜公園内陸上競技場

サオリーナサブアリーナ

三重武道館

メッセウイング・みえ展示場A
サオリーナメインアリーナ
サオリーナサブアリーナ
三重武道館
三重武道館
三重武道館
三重武道館

20人

20人

制限なし

８チーム

10月16日㈪～27日㈮

10月２日㈪～20日㈮

11月６日㈪まで

10月16日㈪～11月２日㈭

100人
40人

各30人

30人
100人

100人程度

各30人

20人
20人

海浜公園内陸上競技場、
河芸第２グラウンド

お知らせ

イベント

10月16日は臓器移植法施行20周年
　臓器移植は、広く社会に理解
と支援があって成り立つ医療で
す。臓器提供について一人一人
が考え、家族と話し合い、自分
の意思は運転免許証や健康保険
証の裏面の意思表示欄に記入し
ておきましょう。
　三重県角膜・腎臓バンク協会
(　224－2333)

第31回三重矯正展
　10月14日(土)９時～15時　　
三重刑務所(修成町)　　矯正関
係の資料展示、製品の販売
　同刑務所(　226－9144)

美杉連山のろし太鼓25周年記念公演
　10月15日(日)13時30分～(13時
開場)　　美杉総合文化センター

多目的ホール　　太鼓演奏、よさ
こいソーラン、日本舞踊、歌謡
など　　200人
　美杉連山のろし太鼓保存会代表
(　090－1983－5864)

いなば園ふれあい祭
　模擬店や出し物を通して障がい
のある人と交流を深めませんか。
　10月22日(日)10時～14時20分
　三重県いなば園(稲葉町)　※当
日のボランティアも募集していま
す。10月11日(水)までに同園へ
　同園(　252-1780)

三重新音楽家協会中勢支部コン
サート♡ヒロイン大好き♡
　オペラなどに登場するヒロインの
曲をメインにしたコンサートです。
　10月22日(日)14時～(13時30
分開場)　　津リージョンプラザ
お城ホール　　一般2,000円(前
売り1,500円)、高校生以下1,500
円(前売り1,000円)
　同支部担当(　090－4400－1749)

ふれあい長寿津 作品展・講演会
趣味の作品展…　10月19日(木)

～24日(火)10時～16時(最終日
は12時まで)　　アスト津５階
ギャラリー１・２(羽所町)
文化講演会…　10月31日(火)14
時～16時　　ベルセ島崎１階
(島崎町)　　朴恵淑さん(三重大
学教授)による講演「ユネスコの
維持可能な開発のための教育」
　同担当(　090－6760－9235)

第８回いい人見つけて結婚しよう！
　11月３日(金・祝)12時30分～
16時(受け付けは11時30分から)
　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)　　20
～40歳代　　150人　　1,000円
　津シルバークラブ(　293－
1169)

みえハワイフェスティバル2017
　アロハ！ハワイアンミュー
ジック、フラ、ウクレレなどの
ステージとハワイの食・雑貨を
お楽しみください。　
　10月15日(日)10時～17時　
　四日市市民公園
　同フェスティバル実行委員会
担当(　090－1288－8011)
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　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　

募　　集

内 容 とき・回数 費 用

英　語
11月14日～来年３月６
日の毎週火曜日19時～
20時30分（全12回）

9,000円

ポルト
ガル語

11月15日～来年２月14
日の毎週水曜日19時～
20時30分（全８回）

6,000円

中国語
11月30日～来年３月８
日の毎週木曜日19時～
20時30分（全８回）

6,000円

※津市国際交流協会個人年会費（2,000円）とテキスト代
　が別途必要

女声コーラスひさい
第18回ふれあいコンサート
　会場の皆さんと団員が一緒に
合唱するコーナーもあります。
　10月15日(日)14時～　　久居
総合福祉会館３階
　女声コーラスひさい(　255－6348)

第７回日本尺八連盟
全国演奏大会三重公演
　10月22日(日)12時30分～16
時(12時開場)　　県文化会館中
ホール(県総合文化センター内)
　総勢200人を超える出演者に
よる尺八・箏・三絃などの大演
奏会　　2,500円(前売り2,000
円)、小中学生・高校生1,000円
※前売り券完売時は、当日券の
販売はありません。
　同連盟三重県支部(　227－8593)

　
初級語学講座(後期)受講生

　津リージョンプラザ第２会議
室　　　各講座24人
　10月６日(金)～27日(金)に直
接窓口または電話で津市国際交
流協会津支部(市民交流課内、　
229－3146)へ

語り部さんと歩こう
　とことめの里から初瀬街道の
ぼたん峠、田尻宿を歩き、曹洞宗
祥雲寺で住職の法話を聞きます。
　11月９日(木)８時45分～　　
とことめの里一志集合　　100
人　　1,500円(昼食、お土産、
保険代など)
　一志町歴史語り部の会(一志総

合支所地域振興課内、　293－
3008)へ

シニア生き生きチャレンジ教室
　介護現場でのボランティアや
就労を支援する研修です。
　11月７日(火)・14日(火)・21
日(火)・29日(水)　※11月21日
～29日の間の希望日２日間で、
施設体験学習を予定　　県文化
会館２階会議室(県総合文化セン
ター内)　　おおむね75歳まで
　　50人
　10月31日(火)までに電話で、
または申込用紙に必要事項を記
入し、郵送、ファクスで三重県
福祉人材センター(〒514-8552 
桜橋二丁目131、　227－5160、
　222－0170)へ

冒険ハイキング
　11月３日(金・祝)９時30分～15
時　　津市青少年野外活動セン
ター(神戸)周辺　　ゲームをし
ながらハイキング　　市内に在住
の小学生　　　50人　　300円
　10月7日(土)～27日(金)に直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ

わんぱくデイキャンプ
　11月11日(土)または19日(日)
いずれも9時30分～15時　※申
し込みはどちらか一方　　津市
青少年野外活動センター(神戸)
　飯ごう炊さん、カレー作り、
マッチの使い方　　市内に在住
の小学１～３年生　　　各60人
　1,200円
　10月10日(火)～30日(月)に直
接窓口または電話で同センター
(　228-4025)へ

県営住宅10月定期募集
　10月３日(火)～31日(火)に三
重県各建設事務所または県営住
宅指定管理者にある申込用紙に
必要事項を記入し、郵送で各指

定管理者へ　※消印有効

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

未来につなぐ相続登記シンポジ
ウム2017in津
　10月28日(土)13時30分～16時
(13時開場)　　県人権センター多
目的ホール(一身田大古曽)　　
公証人による講演｢国家・社会経済
の基本情報としての不動産登記｣、
有職者によるパネルディスカッショ
ン｢相続登記の促進のための方策
について｣　　200人(予約優先)
　津地方法務局総務課(　228－
4109)へ

第10回津ペタンククラブＣＵＰ
　11月19日(日)９時～16時　　
美杉下之川多目的グラウンド　　
ダブルス(１チーム２人)のリーグ
戦　　小学生以上　※小学生は
保護者同伴　　500円(当日徴収)
　10月31日(火)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵送
またはファクスで津ペタンククラ
ブ担当(〒514-2222 豊が丘四丁
目7-4 山下宛、　230－2574)へ
　同担当(　090－5100－1838)

秋の町民囲碁まつり
　10月29日(日)10時～(受け付
けは９時30分から)　　一身田
公民館　　棋力別の紅白戦、ペ
ア碁など　　　24人　　1,500
円(昼食代、賞品を含む)
　10月８日(日)～21日(土)に同
公民館囲碁サークル木曜会(　
232－2372)へ
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募　　集 健　　康

無料相談

とき（10月）

15日㈰
10時～12時

19日㈭
10時～12時

20日㈮
10時～12時

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

県文化会館２階
大会議室（県総合文化センター内）

ところ

とき（10月）

22日㈰10時
～11時30分

26日㈭18時
30分～20時

27日㈮10時
～11時30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）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ｂ（県総合文化センター内）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

ところ

国宝彦根城と近江八幡
歴史散策ウォーク
　11月21日(火)７時30分～18時
　ローソン津駅前店(栄町三丁
目)前集合　　　40人　　4,500
円(当日徴収)
　10月12日(木)までに、はがきま
たはファクスで住所、氏名、年齢、
性別、日中の連絡先、緊急連絡先
を遊・YOUウォーク津歩こう会事
務局(〒514-0824 神戸160-90
時田宛、　059－368－2707)へ　
※はがき１通につき２人まで
　同会事務局担当(　226－0236)

齋藤拙堂顕彰｢俳句・短歌｣　
　藤堂藩有造館督学の齋藤拙堂
の偉業をたたえ、｢齋藤拙堂・有
造館・津城・津の街・齋藤拙堂
を取り巻く人々｣をテーマに俳
句・短歌を募集します。　※作品
は自作、未発表のものに限りま
す。なお、優秀作品は来年3月
25日(日)に表彰します。
　11月25日(土)までに、はがき
で俳句・短歌いずれか一句、郵
便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号を齋藤拙堂顕彰会事務局
(〒514-0007 大谷町208-175 
中川宛)へ　※俳句・短歌いずれ
も１人５作品以内
　同事務局(　226－2722)

第１回津・俳句まつり
　津城跡や津観音、商店街など
をテーマとした俳句を詠んでみ
ませんか。
　11月23日(木・祝)10時～15時
　津センターパレス(大門)
　10月15日(日)までに、はがきま
たはファクスで郵便番号、住所、氏
名、電話番号を「第１回津・俳句ま
つり」係(〒514-0016 乙部4-17
NPO法人のびすく内、　253－
3132)へ
　同まつり担当(　265－2590)

社会的養護の社会化フォーラム
～つながってみんなで育てたらええんやに～
　三重県の未来を託す子どもた
ちに、今私たちは何ができるの
か。そんな思いを込めたフォー
ラムです。大勢の人の参加をお
待ちしています。　
　10月22日(日)10時～16時30分
　県男女共同参画センターフレ
ンテみえ(県総合文化センター内)
　映画｢さとにきたらええやん｣、
荘保共子さん(こどもの里理事長)
による講演、鈴木三重県知事らに
よるパネルディスカッションなど　
※申し込み方法など、詳しくは三
重県子どもNPOサポートセンター
(　232－0270)へ

７カ国語で話そう
講座＆ワークショップ
　多言語活動について、これまで
の実績や体験を話しながら、言葉・
人間・国際交流について考えます。
講座

ワークショップ

　電話で言語交流研究所ヒッポ
ファミリークラブ(　0120－557－
761)へ　※託児希望の場合は各回
の１週間前までに申し込み。同クラ
ブホームページからも申し込み可

第２回津ベテラン卓球大会
参加者（初心者大歓迎）
　11月24日(金)　　サオリーナ 
メインアリーナ　　市内に在住
の40歳以上　　1,000円
　10月15日(日)までに同大会担
当(　090－9923－8818)へ

家族介護教室
　10月17日(火)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　　福祉
用具を体験　　市内に在住の65
歳以上の人とその家族　　　20人 
　10月３日(火)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

転倒予防教室
　10月23日(月)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　講話｢転
ばないからだづくり②｣と転倒予
防体操　※手話通訳あり　　市
内に在住の65歳以上　　80人 
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

第235回住民公開講座
　10月12日(木)14時～15時　
　久居総合福祉会館　　村田昌
彦さん(榊原病院副院長)による
講演｢認知症とは？～知って予防
し、愛される老人になりたい～｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

司法書士による法律相談
　10月18日(水)13時30分～16
時30分　　市本庁舎　　相続、
多重債務、金銭問題など　　　
８人　
　10月10日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

弁護士による法律相談(面談)
　10月23日、11月27日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15時
　市本庁舎３階相談室　　女性
　　各日８人(予約優先、相談時
間は１人30分以内)
　10月18日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ
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　350年以上続く伝統の祭り｢宮踊り｣。各地区の踊
り子が勇壮に舞い、会場が熱気に包まれました。

　｢子育て応援フェスティバル｣が行われ、参加者は絵
本の読み聞かせなどさまざまな体験を楽しみました。

県指定無形民俗文化財 ｢宮踊り｣
８月15日 　香良洲神社

続きが早く聞きたいな
８月６日 　美杉高齢者福祉センター

上手に植えられたかな？
８月４日　三重テラス(東京都)

あのう｢光れ！しかけ花火｣祭り
８月15日　安濃中央総合公園

　｢落合の郷親子さかなつかみ体験｣が開催され、参加者は
泳ぎ回る魚をつかみ捕り、塩焼きにして味わいました。

ここにも あそこにも お魚いっぱい
７月29日・30日 　落合の郷

　夏休みわんぱく学校「バードウォッチング」で四
日市西高校の生徒によるふくろうの子育て研究発表
会が開催され、参加者は聞き入っていました。

　安濃地域の小中学生がデザインした仕掛け花火や
打ち上げ花火に、会場から歓声が上がりました。

　津市の魅力を発信するイベント｢つデ
イ｣が開催され、津市に本社がある赤塚
植物園により、観葉植物の寄せ植え体験
などが行われたよ！

自然の大切さ学んだよ
８月９日　久居公民館

シロモチくん



津市長コラム「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマについて語ります

津市長活動日記「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

　「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」知事
   との1対1対談(白塚市民センター)…８月23日

 今年は北部海岸堤防の整備を取り
上げました。栗真、白塚、河芸の現地
に鈴木知事をご案内し、県管理堤防と
漁港の堤防の整備を要望しました。

　テロ対策訓練(津市産業・スポー
　ツセンター)…８月24日
　サオリーナで、警察・消防・施設管
理者等から170名が参加し、実践的な
訓練を実施。オープンに向け利用者の
安全確保に万全を期してまいります。

　合併特例債適用期限の再延長にか
　かる要望活動(総務省)…８月29日

　145市町村でつくる「合併特例債の
再延長を求める首長会」で、平成33年
度以降も合併特例債を活用した事業
が推進できるよう要望しました。

　夏の暑いさなか、モンゴルのレスリングチーム
のオーナーが市長室にお立ち寄りくださいまし
た。11月に新しい会場で開催される少年少女のレ
スリング選手権「吉田沙保里杯」に出場するのを
楽しみにしていらっしゃるご様子でした。「サオ
リ・アリーナはモンゴルの子どもたちにとって憧
れの場所です」。
　10月１日オープンの「サオリーナ」は東海地方
トップクラスの規模と水準を誇る屋内総合スポー
ツ施設です。メインアリーナの他にサブアリー
ナ、プール、トレーニングルーム、フィットネス
スタジオなどを備える「サオリーナ」、新築した
「三重武道館」、多目的コンベンションセンター
「メッセウイング・みえ」で構成される「津市産
業・スポーツセンター」は、他に類を見ない複合
施設として完成しました。
　５年前、吉田沙保里選手のオリンピック３連覇
を称え命名を依頼したサオリーナは、その後の吉
田選手のご活躍により、開館前から全国にその愛
称が知れ渡ることとなりました。「沙保里」の名
を冠した施設にふさわしいハイレベルなスポーツ
の機会をたくさん提供していこうと、各方面に誘
致活動を展開し、インターハイや国体・全国障が
い者スポーツ大会で全国から選手をお迎えすると
ともに、バスケットボールのＢリーグやバレー

ボールのＶリーグなど、トップアスリートの公式
戦を生観戦できる機会も作りました。
　同時に、市民の皆さまにも気軽に使っていただ
くため、メインアリーナの一般公開日もこれまで
より多く確保しております。最新機器を備えたト
レーニングルームは、旧津市体育館の2.5倍の面積
を確保し、夜10時までの利用が可能です。フィッ
トネススタジオには、エアロビクスやヨガなどの
プログラムを多種ご用意しました。プールでは、
健康水泳、水中ウォーキング、アクアフィットネ
スなど多彩な教室を開催します。三重武道館で
も、県のご協力で柔道、剣道、弓道、空手道、な
ぎなた、居合道、太極拳の教室が提供されます。
敷地内の外周は1.2kmのジョギング・ウォーキン
グコースとなっています。
　個人利用の料金を７月16日号の「広報つ！」で
一部ご案内してみたところ、ご利用をお考えの方
が話題に取り上げてくださることが多くなりまし
た。先日は、不規則な勤務の合間を縫ってこれま
で市民プールに通われてきた女性が、新施設では
回数券の購入を検討中だとお話しくださいまし
た。「サオリーナにはジムもあることだし、まず
は無理なく動ける水中ウォーキングで体力をつ
け、自信がついたら陸(おか)に上がってスタジオ
プログラムにも参加してみたい」とユーモアを交
えながら、「新しいプールは勾配の無いフラット
な床になるので歩きやすそうだ」と期待を寄せて
くださいます。これからの施設のにぎわいを予感
させるうれしい一コマでした。
　スポーツをもっと身近なものとして楽しむた
め、皆さまの健康づくりのため、どうぞ、サオ
リーナを存分にご活用ください。
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津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

「サオリーナ」を
　ご利用ください！



津市防災だより

折り込み紙
広報津

　美里地域は、津市の北西部、布引山地東麓に
位置し、面積50.31㎢、北に経ヶ峰を望み、西は
長野峠を挟み伊賀市に隣接する農山村地域で、
長野峠を水源とする長野川、経ヶ峰を水源とす
る穴倉川が流れています。16自治会それぞれに
自主防災会が結成され、日頃から資機材や備蓄
品の確保、避難訓練などを行っています。ま
た、美里支部全体では、例年６月に水防訓練を
行い、台風時に備えて、土のう工法の習得と土
のうの確保に努めています。そして、今月15日
には、一時避難場所への避難訓練や初期消火・
応急手当て・炊き出し訓練、消防団と連携した
救出救護訓練などの防災訓練を実施します。

　さらに今年は、土砂災害を
想定した津市総合防災訓練が
11月に美里地域で実施され
ます。この訓練に多くの住民
に参加していただき、防災意
識の向上を図っていただくこ
とを期待しています。
　また現在、三重県による土砂災害危険区域等
の基礎調査も実施されており、今後土砂災害危
険区域等が指定され、土砂災害ハザードマップ
が全戸に配付される予定になっています。
　美里支部では、地域の災害危険箇所を点検し
ながら、より安全な避難行動がとれる取り組み
を進めていくとともに、いつ起こるかわからな
い大地震や土砂災害に備え、一人一人が自分の
命を守るための防災意識の向上と、地域が一丸
となって住民が互いに協力し合いながら、共助
力の強化や心配りができる組織づくりに努めて
いきます。

　平成29年３月に津市避難所運営マニュアルを改訂
し、「津市避難所運営マニュアル策定の手引き」を
新たに作成しました。手引きには、外国人避難者へ
の多言語対応、障がい者への配慮、避難所では全て
の周知事項を表記するように努めることなどを追加
しました。
　近年の大規模地震災
害の教訓から、避難所
運営は、行政機関など
の公的支援が機能する
までに時間を要し、行

政だけの対応には限界があるため、行政主体の避難
所運営は難しいことが明らかになっています。
　地域の自主防災組織などを中心として、避難者自
らの自主的な運営体制を確立し、円滑に避難所運営
が行えるよう、避難所運営マニュアル作成の際にご
活用ください。
　津市避難所運営マニュアル策定の
手引きは、防災室、各総合支所地域
振興課で配布しているほか、津市ホー
ムページでもご覧いただけます。

津市自主防災協議会美里支部会長 櫻井 克已

　地域で自主的な防災活動に取り組んでいる団体などを市民の皆さんに広く知っ
ていただくため、「津市防災だより」で活動内容を紹介します。詳しくは防災室
または各総合支所地域振興課までお問い合わせください。

平成29年10月１日発行
平成29年第２号

防災室
　229-3104　　223-6247

共助力強化・心配りができる組織に

避難所運営マニュアル策定の手引きをご活用ください！

津市防災だよりに防災活動を掲載しませんか

津市避難所運営マニュアル策定の手引き|HP 検索

津市防災だより



津市防災だより

折り込み紙
広報津

震災
発生

広報広報
①申し出①申し出

②現地調査
③登録決定
②現地調査
③登録決定

災害時に
生活用水
として提供

災害時に
生活用水
として提供

平常時に行う対策

家の中の安全対策

井戸所有者 市民

防災室、
各総合支所地域振興課

　大地震が発生したときには、家具が倒れてけがをし
たり、出入り口をふさいだりしないように、家具の向き
や配置を工夫するなど、転倒防止対策をしましょう。
　津市では、家具等転倒防止対策啓発事業として、固
定金具を無料配布しています。また、家具等転倒防止
対策事業として、地震などによる家具の転倒防止をす
るための固定金具の取り付けなどに要した費用に補
助金を交付しています。詳しくは、防災室(　229-
3104)へお問い合わせください。

●自宅家屋の耐震強度の確認、改修
●周辺地域の環境から予想される災害の確認とその備え
●避難所、避難ルートの検討(実際に歩いて状況を確認する)
●家族との連絡方法や集合場所などを決めておく

●背の高い家具がない安全なスペースを確保する
●寝室や子ども、高齢者がいる部屋には倒れそう
　な家具を置かない
●出入口や通路には物を置かない
●家具の転倒や落下の防止対策をする
●テレビやガラス類を高いところに置かない
●窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

　津市では、災害時に供給が困難となる恐れがある生活用水を確保できるよう、井戸所有者
の皆さんに災害時協力井戸の登録をお願いしています。

　登録に関する申込書は津市ホーム
ページからダウンロードできます。

地震に備えて ～平常時に行う対策や家の中の安全対策～

災害時協力井戸の登録にご協力ください！

●津市内に所在している
●現在も井戸として使用している
●災害時、無償で井戸水の提供が可能
●ポンプ、つるべなどが設置されている
●井戸枠などの安全対策が施されている
●井戸の所在地などの公表に同意する

登録要件

申し込み

※以下の全てを満たしていること

津市災害時協力井戸|HP 検索

固定金具の配布と取り付け支援

(一財)消防科学総合センター
http://www.isad.or.jp
(一財)消防科学総合センター
http://www.isad.or.jp

災害時協力
井戸プレート
災害時協力
井戸プレート

固定金具固定金具
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