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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）

一志東小学校の５年生61人が稲刈り体験。５月に田植えした小さな苗が立派な稲穂に成長しました。(９月５日 一志町八太)表紙
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産業・スポーツセンター推進室　　229-3375　　229-3247

SAORINA

一般利用・スポーツ教室のお知らせ一般利用・スポーツ教室のお知らせ

SAORINA

最新機器で健康増進＆シェイプアップ

最新機器で健康増進＆シェイプアップ

利用時間　９：00～22：00
費　用　１回券…400円（小中学生200円）
　　　　回数券(12回分)…4,000円(小中学生2,000円)

一般利用

トレーニングルームトレーニングルーム
フリーウエイトルームフリーウエイトルーム

お得な定期利用
料金もあります♪

フィットネススタジオフィットネススタジオ
スポーツ教室

教室名 日　程 定　員 申し込み 受講料
スローエアロビック
簡単ヨガ
キッズチア（冬）
ジュニアチア（冬）
大人のための
バレトン（冬）

１月10月(水)～３月
14日(水)(全10回) 30人

正しいストレッチと
ヨガ（冬）

１月15月(月)～３月
26日(月)(全10回) 20人

11月16日(木)
～12月１日(金) 各5,000円

１月22日(月)～３月
19日(月)(全５回) 各20人 12月１日(金)～

27日(水) 各2,000円

１月9日(火)～３月
13日(火)(全10回) 各20人 11月16日(木)

～12月１日(金)
各5,000円
別途ポンポン代
1500円程度

教室名 日程(来年) 定　員 申し込み 受講料
スローエアロビック
簡単ヨガ
キッズチアダンス(冬)
ジュニアチアダンス(冬)

大人のためのバレトン(冬) １月10月(水)～３月
14日(水)(全10回) 30人

正しいストレッチとヨガ(冬) １月15月(月)～３月
26日(月)(全10回) 20人

11月16日(木)
～12月１日(金) 各5,000円

１月22日(月)～３月
19日(月)(全５回) 各20人 12月１日(金)～

27日(水) 各2,000円

１月９日(火)～３月
13日(火)(全10回) 各20人 11月16日(木)

～12月１日(金)
各5,000円
別途ポンポン代
1,500円程度

 ※詳細・申し込み方法については広報津11月16日号でお知らせします。

屋内プール屋内プール

利用時間　９：00～22：00
費　用　１回券…400円（小中学生は200円）
　　　　回数券(12回分)…4,000円(小中学生は2,000円)

利用時間　９：00～22：00
費　用　一回券…400円（小中学生は200円）
　　　　回数券(12回分)…4,000円(小中学生は2,000円)

スポーツ教室

一般利用

幼児プールやジャグジー、シャワールームも完備

幼児プールやジャグジー、シャワールームも完備

教室名 日程(来年) 定　員 申し込み 受講料
健康水泳冬のコース I
健康水泳冬のコースII
水中ソフトトレーニング I
水中ソフトトレーニングII
シェイプアップアクア(冬) １月10日(水)～３月14日(水)(全10回) 30人 11月16日(木)～12月１日(金) 5,000円

１月11日(木)～３月1日(木)(全８回)

１月12月(金)～３月2日(金)(全８回)

各45人

各30人

11月16日(木)～12月１日(金) 各5,500円

各3,500円11月16日(木)～12月１日(金)

お得な定期利用
料金もあります♪

 ※詳細・申し込み方法については広報津11月16日号でお知らせします。

武道教室
種　目 曜　日 時間帯 費用(６カ月)

柔道教室 火・木曜日 夜間 15,000円
剣道教室 火・土曜日 夜間 15,000円
空手道教室 金・土曜日 午後・夜間 15,000円
弓道教室 火・木・土曜日 午後・夜間 15,000円
なぎなた教室 木・土曜日 午後・夜間 15,000円
居合道教室 水曜日 夜間 11,100円
太極拳教室 木曜日 午後(２回) 15,000円

三重武道館三重武道館

 ※詳細については三重県武道振興会までお問い合わせください。

柔剣道場 弓道場

幼児プール屋内プール

フィットネススタジオ

トレーニングルーム フリーウエイトルーム
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11月の一般公開(個人使用)
種　目 公開日 ９:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30

ー ○ ○
○
○ ○

○

ー

○○

ー

○

○

○
○

○
ー ○ ○

○
ー ○ ○
○ ○ ー
○ ○
ー ○ ○
○ ○
○ ○ ○
ー ○

○

○
○ ○ ○
○ ○

バドミントン
８面

※15日は
サブアリーナ

（10面）

※13日は
サブアリーナ

バレー
２面

※ソフトバレー可

卓球
20面

一般利用、一般公開に関すること
　津市スポーツ・メッセネットワーク
　　223-4655　　223-4656

スポーツ教室に関すること
　津市スポーツ協会　　273-5522　　273-5588

武道教室に関すること
　三重県武道振興会　　229-2100　　229-2123

入場
無料

スタジオ
プログラムも充実！
ホームページで
チェックしてね。

※１回300円
　(小中学生は150円)

サオリーナメインアリーナ

11 3    金・祝

11 4土

津市少年少女レスリング選手権大会
第５回吉田沙保里杯

利用時間　６：30～22：00
距離(１周)　1,196m
費　用　無料　※自由にご利用ください

利用時間　９：00～22：00
距離(１周)　280m
費　用　無料　※使用時は管理事務所まで

津市産業・スポーツセンター 外周ランニングコース

メインアリーナ２階 ランニングコース

ランニングコースランニングコース

ひざに優しいゴムチップを使用
ひざに優しいゴムチップを使用

30ｍ間隔に設置された
夜間照明で夜も安心！

問い合わせ

メイン
アリーナを
満喫！

10:00~12:30合同練習
14:30~(予定) 競技大会

9:30~競技大会

　合同練習では、五輪メダリストの吉田沙
保里選手、小原日登美選手、登坂絵莉選
手が指導予定。未来のメダリストを目指す
子どもたちの熱戦を応援しませんか。

レストランレストラン
利用時間　11：00～20：00
内　容　ランチ、スイーツ、お弁当などを提供

大会やイベント情報はホームページをチェック！

大会やイベント情報はホームページをチェック！

利用場所　駐車場、屋外展示場、アスリートモール、
　　　　　メッセウイング・みえエントランス
使用料　１㎡・１時間当たり200円
申し込み　利用の１カ月前から、直接窓口または
　　　　　電話で津市スポーツ・メッセネットワー
　　　　　ク(Ｔ223-4655)へ

スポーツ大会などの開催時に
飲食ブース・キッチンカー等を出店できます
スポーツ大会などの開催時に
飲食ブース・キッチンカー等を出店できます

物販スペースのご案内

メインアリーナ２階 津市産業・スポーツセンター外周

津市産業・スポーツセンター

１日(水)
７日(火)
９日(木)
15日(水)
27日(月)
30日(木)
１日(水)
21日(火)
29日(水)
６日(月)
９日(木)
13日(月)
20日(月)
29日(水)
30日(木)
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問い合わせ　財政課　　229－3124　　229－3388

一般会計

平成28年度 決算

歳　入

平成28年度歳入決算財源構成状況

市税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町
村助成交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
国庫支出金
県支出金
市債

科　目

自主財源計

自
主
財
源

依
存
財
源

依存財源計
合　計

決算額 構成比（％）
408億9,215万円
15億6,748万円
20億5,787万円
２億9,750万円

1,971万円
29億5,033万円
10億1,975万円
13億2,405万円
501億2,884万円
９億5,810万円

7,146万円
１億7,493万円
１億 306万円
47億6,505万円
３億1,381万円
２億5,539万円

4,641万円

１億7,531万円
190億 542万円

4,236万円
141億 152万円
70億1,016万円
122億3,110万円
592億5,408万円

1,093億8,292万円

37.4
1.4
1.9
0.3
0.0
2.7
0.9
1.2
45.8
0.9
0.1
0.2
0.1
4.3
0.3
0.2

0.0

0.2
17.4
0.0
12.9
6.4
11.2
54.2
100.0

　平成29年第３回市議会定例会で、平成28年度一般会計と特別会計、企業会計の決算が認定
されました。一般会計を中心に、その概要をお知らせします。なお、文章や図表中の数字
は、金額を１万円未満で、比率を小数点第２位で四捨五入などしてあります。

　一般会計の予算額1,142億4,737万円に対して、
歳入決算額（実際に市に入ってきたお金）は、1,093
億8,292万円、また、歳出決算額（使ったお金）は、
1,089億2,143万円となりました。

　歳入決算額から歳出決算額を差し引くと、４億
6,149万円となり、このうち平成29年度へ繰り越し
た事業の財源となる３億3,519万円を除いた実質的
な収支差引は、１億2,630万円となりました。

　歳入の主な状況を見てみると、市民税や固定資
産税などの市税収入が、408億9,215万円(全体の
37.4％)、また、国・県から補助金などとして交
付される国庫支出金・県支出金が、211億1,168
万円(19.3％)、市町村の財政力に応じて交付され
る地方交付税が、190億542万円(17.4％)となっ
ています。
　また、自主財源は、501億2,884万円(45.8％)
で、市税収入や使用料・手数料、分担金・負担金
が主なものです。一方、依存財源は、592億
5,408万円(54.2％)で、地方交付税や国・県から
の支出金、市債などが主なものです。

歳入決算額
1,093億8,292万円

自主財源
45.8％

使用料及び
手数料 1.9％

繰越金
0.9％

分担金及び
負担金 1.4％

繰入金
2.7％

市税
37.4％

依存財源
54.2％

地方交付税
17.4％

国庫支出金
12.9％

市債
11.2％

県支出金
6.4％

各種
交付金
5.4％

地方譲与税0.9％

市税の内訳

個人市民税
法人市民税
固定資産税
市たばこ税
その他

税　目 決算額 構成比（％）

合　計

159億2,045万円
35億6,468万円
167億2,004万円
17億5,513万円
29億3,185万円
408億9,215万円

38.9
8.7
40.9
4.3
7.2

100.0

その他 1.5％
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平成28年度歳出性質別決算状況　歳出決算額について、性質別と目的別に主な状
況をお知らせします。
　歳出のうち、支出が義務付けられ、任意に削減
できない義務的経費は、525億1,123万円(全体の
48.2％)となっています。義務的経費には職員の給
与などの人件費、社会保障関係経費などの扶助
費、地方債の元利償還などの公債費が含まれます。
　道路、公園、学校施設の整備など、支出の効果
が長期にわたる投資的経費は、152億4,940万円
(14.0％)となっています。
　義務的経費と投資的経費を除いたその他の経費
は、411億6,080万円(37.8％)で、消費的性質を持
つ物件費や特別会計への繰出金が主なものです。

義
務
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

投
資
的
経
費

義務的経費計

投資的経費計

合　計

その他の経費計

科　目 決算額 構成比（％）

人件費

扶助費

公債費

物件費

維持補修費

補助費等

積立金

投資及び出資金・貸付金

繰出金

普通建設事業費

　うち補助事業費

　うち単独事業費等

災害復旧事業費

196億 112万円

233億2,252万円

95億8,759万円

525億1,123万円

181億4,779万円

９億4,059万円

109億6,214万円

３億6,524万円

9,010万円

106億5,494万円

411億6,080万円

149億2,698万円

25億9,355万円

123億3,343万円

３億2,242万円

152億4,940万円

1,089億2,143万円

18.0

21.4

8.8

48.2

16.6

0.9

10.1

0.3

0.1

9.8

37.8

13.7

2.4

11.3

0.3

14.0

100.0

　都市計画税は、公園・下水道整備などの都市計画
事業や土地区画整理事業、それらの事業を行うた
め過去に発行した地方債の償還に使う目的税で、
平成28年度の決算額は21億9,524万円でした。

　使途の内訳は、公債費として20億43万円(全体
の91.1％)、土地区画整理事業として１億137万円
(4.6％)、都市計画事業として9,344万円(4.3％)を
充当しました。

都市計画税はこのように使われました

公園事業
下水道事業
津駅前北部土地
区画整理事業
一般会計
下水道事業会計
土地区画整理事業
特別会計

都市計画
事業

事業等名称

合　計

決算額 一般財源 都市計画税充当額
その他財源

土地区画
整理事業

公債費

2,979万円
２億1,554万円

８億6,359万円

２億8,700万円
43億3,908万円

１億8,815万円

59億2,315万円

933万円
２億1,554万円

２億4,397万円

２億8,700万円
43億3,908万円

１億8,815万円

52億8,307万円

388万円
8,956万円

１億 137万円

１億1,926万円
18億 299万円

7,818万円

21億9,524万円

2,046万円

６億1,962万円

６億4,008万円

歳　出

歳出決算額
1,089億2,143万円

扶助費
21.4％

人件費
18.0％

公債費
8.8％

物件費
16.6％

補助費等
10.1％

繰出金
9.8％

義務的経費
48.2％

その他の経費
37.8％

投資的経費
14.0％

維持
補修費
0.9％

積立金
0.3％

投資及び
出資金・
貸付金
0.1％

普通建設事業費
13.7％

災害復旧事業費 0.3％
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科　目

合　計

決算額 構成比（％）
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金

主な事業の決算額

６億2,638万円
194億  360万円
389億  733万円
94億6,451万円

5,705万円
25億2,903万円
10億7,474万円
132億3,152万円
38億6,997万円
97億9,809万円
３億1,662万円
95億8,759万円

5,500万円
1,089億2,143万円

0.6
17.8
35.7
8.7
0.1
2.3
1.0
12.1
3.5
9.0
0.3
8.8
0.1

100.0

▲

議会費(全体の0.6%)
　市議会の運営などに使う経費
●議会運営事業▲

総務費(17.8%)
　庁舎などの施設維持管理、市民活動、スポーツ・
文化の振興、防災対策などに使う経費
●産業・スポーツセンター整備事業
●情報関連整備運用事業
●庁舎等整備事業
●コミュニティ施設管理運営事業
●庁舎等維持管理事業
●防災対策事業▲

民生費(35.7%)
　児童手当や生活保護費の支給、各種福祉事業など
に使う経費
●障害者総合支援法関係事業
●児童手当等給付事業
●生活保護費支給事業
●民間保育所等運営事業▲

衛生費(8.7%)
　ごみ対策、環境対策、保健衛生などに使う経費
●ごみ処理施設管理運営事業
●ごみ収集事業
●健康診査事業
●予防衛生事業▲

労働費(0.1%)
　勤労者の支援などに使う経費
●労働者対策事業▲

農林水産業費(2.3%)
　農林水産業の振興、整備などに使う経費
●農業振興支援事業
●漁港等整備事業
●市単土地改良事業
●経営所得安定対策推進事業
●森づくり整備事業

▲

商工費(1.0％)
　商工業の育成や支援、観光事業などに使う経費
●企業誘致活動事業
●観光施設維持管理事業
●商工業振興事業
●観光振興事業▲

土木費(12.1%)
　道路や公園、河川の維持や整備、コミュニティバ
ス運行などに使う経費
●道路新設改良事業
●道路維持事業
●市街地再開発事業
●交通政策関係事業
●公園維持事業
●河川維持事業▲

消防費(3.5%)
　消防・救急業務、消防団運営などに使う経費
●消防団運営事業(非常備消防)
●消防車両購入事業
●消防水利整備事業
●消防団車両購入事業▲

教育費(9.0%)
　小中学校、幼稚園、社会教育、短期大学などに使う経費
●小中学校、幼稚園施設維持補修事業
●小中学校、幼稚園管理運営事業
●放課後児童健全育成事業▲

災害復旧費(0.3%)
　道路や河川、農林業施設などの災害復旧に使う経費
●河川災害復旧事業
●農業用施設災害復旧事業
●道路橋りょう災害復旧事業▲

公債費(8.8%)
　長期借入金の返済などに充てる経費▲

諸支出金(0.1%)
　共済組合への貸し付けに使う経費

4,893万円

57億3,648万円
９億7,694万円
７億4,662万円
５億4,159万円
４億8,174万円
１億5,190万円

53億8,702万円
50億7,709万円
48億2,169万円
38億2,578万円

21億9,271万円
16億9,375万円
７億5,607万円
７億2,528万円

4,851万円

３億3,774万円
２億1,115万円
１億5,633万円
１億5,365万円

5,080万円

１億7,832万円
１億7,552万円
１億5,828万円
１億  883万円

15億1,996万円
14億5,865万円
２億7,144万円
２億4,754万円
２億1,822万円
１億  937万円

２億9,211万円
２億3,854万円

7,599万円
5,679万円

14億9,577万円
９億4,931万円
４億5,583万円

１億5,123万円
8,340万円
7,021万円

平成28年度歳出目的別決算状況
災害復旧費
0.3％

歳出決算額
1,089億2,143万円

民生費
35.7％

土木費
12.1％

教育費
9.0％

衛生費
8.7％

公債費
8.8％

総務費
17.8％

農林水産業費
2.3％

商工費1.0％
議会費0.6％ 労働費0.1％

諸支出金0.1％

消防費
3.5％
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総務債
民生債
衛生債
農林水産業債
商工債
土木債
消防債
教育債
災害復旧債
臨時財政対策債
その他

土　地

建　物

車　両

2,254万9,020㎡

120万 319㎡

712台

13億9,557万円

10億8,175万円

300億4,853万円

有価証券

出資による権利

積立金の現在高

モーターボート競走事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
市営浄化槽事業特別会計
簡易水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計

水道事業会計
駐車場事業会計
下水道事業会計

一
般
会
計

区　分

一般会計合計

特
別
会
計

企
業
会
計

企業会計合計
合　計

特別会計合計

平成28年度末現在高 区　分 平成28年度末現在高
136億1,763万円
16億  720万円
106億4,576万円
７億7,907万円
２億5,112万円

112億1,963万円
23億8,854万円
101億1,066万円
７億1,215万円

514億8,697万円
19億5,599万円

1,047億7,472万円

13億3,626万円
1,100万円

１億1,140万円
39億1,609万円
31億5,778万円
15億  569万円

4,268万円
100億8,090万円
128億3,353万円
１億5,016万円

707億3,921万円
837億2,290万円

1,985億7,852万円

水道事業会計

工業用水道事業会計

駐車場事業会計

農業共済事業会計

下水道事業会計

74億3,162万円
13億1,644万円

2,352万円
２億4,364万円

０万円
１億9,681万円
99億7,539万円
49億2,535万円

67億9,699万円
32億  567万円

2,060万円
１億7,599万円

7,936万円
１億9,481万円
89億4,988万円
83億  616万円

会計名 収入決算額
（Ａ）

支出決算額
（Ｂ）

収益的収支
資本的収支
収益的収支
収益的収支
資本的収支
収益的収支
収益的収支
資本的収支

市債(借入金)の状況

市有財産の状況（平成29年３月31日現在）

一般会計

モーターボート競走事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

市営浄化槽事業特別会計

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

土地区画整理事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

椋本財産区特別会計

※モーターボート競走事業特別会計と簡易水道事業特別会計は、平成29年度から企業会計に移行したことにより、平成29年３月31日で
　打ち切り決算となっています。

1,093億8,292万円

501億3,542万円

322億9,086万円

274億6,063万円

60億8,377万円

３億2,835万円

10億4,368万円

５億4,587万円

10億5,174万円

１億  435万円

51万円

2,284億2,810万円

1,089億2,143万円

494億4,273万円

314億6,717万円

270億3,114万円

60億4,064万円

３億2,835万円

９億9,804万円

５億4,587万円

10億5,174万円

9,410万円

50万円

2,259億2,171万円

４億6,149万円

６億9,269万円

８億2,369万円

４億2,949万円

4,313万円

０万円

4,564万円

０万円

０万円

1,025万円

１万円

25億  639万円

３億3,519万円

３億3,519万円

１億2,630万円

６億9,269万円

８億2,369万円

４億2,949万円

4,313万円

０万円

4,564万円

０万円

０万円

1,025万円

１万円

21億7,120万円合　計

会計名 歳入決算額
（Ａ）

歳出決算額
（Ｂ）

歳入歳出差引額
（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ）

29年度への
繰越財源（Ｄ）

実質収支額
（Ｃ）－（Ｄ）＝（Ｅ）

各会計別決算の状況

企業会計
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健全化判断比率および資金不足比率～津市の台所事情～

津市　財政状況│

1,100

900

700

500

300

100
0

■ 臨時財政
　 対策債
■ 合併
　 特例債

■ その他

単位：億円
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406

421

921

94

352

455

946

139

298

485

971

188
473

387

938

78

市債残高の推移(普通会計ベース)

245

277

505

1,027

200

150

100

50

0

単位：億円

（平成28年度末現在）
H23 H24 H25 H26 H27 H28

財政調整基金残高の推移

　自治体の財政状況を判断する「健全化判断比
率」には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率の５
つの指標があります。
健全かどうかの判断基準　
 「健全化判断比率」には、市の財政状況が悪化
して危なくなったときに警告する早期健全化基準
(イエローカード)と、さらに悪化して自分では財
政状況の立て直しができなくなったときに、国や
県の管理の下で財政再建に取り組むことになる財
政再生基準(レッドカード)があり、これらの基準
で財政状況を判断します。
　また「資金不足比率」に
は、経営状況が健全かどう
かを判断する経営健全化基
準があります。

健全化判断比率の推移
　実質公債費比率と将来負担比率は算定開始から
改善傾向にあります。平成28年度は、実質公債
費比率は低下し、将来負担比率はサオリーナ建設
など大規模事業に伴う地方債残高の増加などで上
昇していますが、公営企業債残高の減少などによ
り小幅にとどまっています。

詳しくは津市ホームページをご覧ください。

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

11.25％
16.25％
25％
350％

20％

20％
30％
35％ 7.2％

42.0％

健
全
化
判
断
比
率

資金不足比率

指　標

各公営企業とも
資金不足なし

実質黒字の
ため該当なし

早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード） 津市の比率

津市の比率経営健全化基準

　平成28年度の津市の財政状況は、全ての指標で
基準値を下回っており、健全な状態といえます。

平成28年度の津市の財政状況

　地方公共団体の財政状況や経営状況が健全な状態であるかをチェックするため、「地方公共
団体の財政の健全化に関する法律」に基づく指標を算定・公表しています。

財政状況を判断する５つの指標

200.6

167.3

実質赤字比率
　一般会計、土地区画整理事業特別会計、住宅新築資金
等貸付事業特別会計の３つを普通会計といい、その収支
額が赤字になった場合、自治体の標準的な収入に対して
赤字額がどの程度の割合かを示す指標
連結実質赤字比率
　自治体全体の収支額が赤字になった場合、その自治体の標
準的な収入に対して赤字額がどの程度の割合かを示す指標
実質公債費比率
　普通会計が負担する地方債の元利償還金など(借入金の
返済)が、その自治体の標準的な収入に対してどの程度の
割合かを示す指標
将来負担比率
　地方債の元利償還金や、数年間にわたる契約で約束され
た支払いなど、将来支払わなければならない負債が、その自
治体の標準的な収入に対してどの程度の割合かを示す指標
資金不足比率
　８つの公営企業会計ごとに算出した資金の不足額が事
業の規模に占める比率

※津市の財政状況は実質黒字であるため、実質赤
字比率と連結実質赤字比率には該当せず、また、
８つの公営企業で資金不足が発生していないた
め資金不足比率も該当しません。

12
11
10
9
8
7

H23 H24 H25 H26 H27

単位：％
実質公債費比率の推移 将来負担比率の推移

70

60

50

40

30

0
H23 H24 H25 H26 H27

単位：％

10.9

9.8
8.9 42.0

51.151.9

41.7

H28H28

51.5

218

330

515

166.3

7.2

9.2
8.3

45.0

1,063

183.3 191.2 189.7
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とき（10月） ところ
23日㈪13時30分～
27日㈮19時30分～

伊勢地地域住民センター
多気地域住民センター

とき（11月） 内　容 講　師

15日㈬
13時30分
～15時

さまざまな人権
「ストレスとの
つきあい方～あ
なたとあなたの
大切な人へ～」

香良洲保健
センター
保健師

22日㈬
13時30分
～15時

高齢者の人権
「次のターゲッ
トはあなたかも
？」

フルハウス
在宅介護支
援センター長
近藤良子さん

第75回

　人権について考えるために、
「身近な人権」をテーマにした
講座を開催します。
ところ　サンデルタ香良洲すこ
　やかルーム
対　象　市内に在住・在勤の人

内　容　長島りょうがんさん(音楽工
　房「夢のかぼちゃ」店主)による、
　歌を交えた話「そっとやさしく」

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会
香良洲総合支所地域振興課
　292－4375　　292－4318　　

市民人権講座

私たちができること
　私はスポーツが大好きで、昨年も2016リオ五
輪・パラリンピックのテレビ中継を楽しく観戦
していました。中でも、パラリンピック陸上競
技で活躍する地元選手の姿に感動するととも
に、観戦に訪れる障がいのある人々をエスコー
トする運営ボランティアの人たちが映ってい
て、「とても自然で素敵だなぁ」と感じたこと
を覚えています。
　一方、そんな華々しい競技の世界から、日常
生活に目を向けてみると、障がいのある人々に
対し、いまだにさまざまな障壁が数多く社会に
は存在しているとも感じました。以前、私がふ
くらはぎを肉離れした時のことです。そろりそ
ろりとしか歩けず、ほんの少しの道の段差、横
断歩道の長さをとても辛く感じました。施設面
だけをとっても、普段気にならない所にこそ、
障壁は存在すると身をもって知りました。ま
た、同時に体の辛さより、信号待ちのドライ
バーから横断歩道を渡る私に向けられた冷やや
かな視線の方が、大きな心の障壁として残って
いることを思い返しました。

　昨年４月１日に「障害者差別解消法」がス
タートしました。この法律では、障がいを理由
とする差別をなくし、障がいのある人もない人
も共に生きる社会を目指して、国・県・市およ
び民間事業者における障がいを理由とする差別
を解消するため、「不当な差別的取扱い」を禁
止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
この法律によって、さまざまな障壁は取り除か
れ、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが暮
らしやすい社会が築かれなければならないと思
います。
　しかし、私が感じたような、人の心の中に潜
む障壁も取り除けるのだろうかと不安にも感じ
ます。そこで、何か自分にできることはないの
だろうかと自身に問い掛けてみました。障がい
についての理解不足や関心の無さがもたらす、
先入観や心の障壁を無くしていこう。そして、
このことを家族みんなで話し合い、心の通った
理解を広められれば、社会の中の障壁を少しず
つでも取り除くことができるのではないかと思
いました。
　これなら、今すぐにでもできる。その一歩を
踏み出そうと思います。　　　　（50代 男性）



広報 つ！　平成29年10月16日号10

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－33351
TSU NEWS 第52回 高虎楽座を開催！

街は劇場、通りはステージ

高虎座
　太鼓演奏や、子ども唐人、消防音楽隊などのステージパフォーマンス
にぎわい市　
　衣料品、雑貨、手作り品、骨とう品などいろいろなお店が並ぶフ
リーマーケットです。意外な掘り出し物が見つかるかも♪
キッズお仕事体験　
　津市内にある企業のお仕事に挑戦してみよう！全部で４つのお仕
事を体験できるよ。お楽しみに☆

交通規制にご協力を
　       部分は、７時～18時の間車両

通行禁止となります。（荒天時は規制なし）

高虎楽座会場

農林水産まつり会場

アーケード
大
門
大
通
り
商
店
街

ア
ー
ケ
ー
ド

市
営

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

通
り
駐
車
場

至
津
な
ぎ
さ
ま
ち

だいたて
駐車場

至鈴鹿市

至松阪市

10:00~16:00
フェニックス通り、津市まん中広場
※荒天時は大門大通り商店街アーケード内

11 3    金・祝

2
TSU NEWS

問い合わせ　男女共同参画室　Ｔ229－3103　Ｆ229－3366
平成29年度 津市男女共同参画フォーラム「わあむ津」
～多世代の手 家事も育児も介護もね～

●石田晃さんによる講演
　「大家族・石田さんチから学ぶ私たちのライフプラン」

時　間　12時45分～15時15分(開場12時15分)
定　員　先着600人(要整理券)
申し込み　はがき、またはＥメールで郵便番号、住所、氏名、電
話番号、希望枚数(５枚まで)を男女共同参画室(〒514-8611 住
所不要、Ｍ229-3103@city.tsu.lg.jp)へ　※後日、入場整理券
を郵送します。

申込期間　10月23日(月)～11月６日(月)必着
無料託児
対　象　１歳～就学前の子ども
定　員　先着10人
申し込み　電話で男女共同参画室へ
申込期間　11月１日(水)～17日(金)

●津市男女共同参画フォーラム実行委員会による電子かみしばい
●石垣弘美さん(三重県男女共同参画センターフレンテみえ所長)に
　よる講話
　

み ん な

日本テレビ系列の
大人気番組「７男
２女、一家11人の
大家族 石田さん
チ」の大黒柱。

石田晃さん

11:00~16:00
白山総合文化センターしらさぎホール11 25    土 ●各団体による展示・

取り組み紹介
　時　間　11時～16時
　ところ　まちのギャラリー
●物産販売
　時　間　11時～13時
　ところ　ホワイエ
●白山高校茶道部による

茶会(先着100人)
　時　間　11時～13時
　ところ　コモンホール

新企画

9:30~15:00 丸之内商店街
　安全で新鮮な野菜や米、茶、海産物をはじめ、素材の良さを生かし
たおいしい加工品・料理など、津市自慢の物産が勢ぞろい！

第12回 農林水産まつり同日
開催

問い合わせ　農林水産政策課　Ｔ229-3172　Ｆ229-3168
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問い合わせ　各公民館
平成29年度 公民館文化祭

白山地域 美杉地域
　公民館の講座受講生と自主講座の皆さんが日頃の成果を披露します。　

太郎生
Ｔ273－0222

11月12日㈰
９時30分～
14時30分

旧太郎生小学校校
舎・体育館

作品展示、学習発表
会、バザーなど

伊勢地
Ｔ274－0223

11月12日㈰
10時～15時

伊勢地地域住民セ
ンター、伊勢地体
育館

作品展示、バザー
など

八幡
Ｔ274－0222

11月12日㈰
10時～
15時30分

美杉高齢者婦人セ
ンター「しゃくな
げ会館」

作品展示、学習発表
会、バザーなど

多気
Ｔ275－0222

11月19日㈰
10時～
15時30分

多気体育館 作品展示、学習発表
会、バザーなど

竹原
Ｔ262－3014

11月19日㈰
10時～15時

竹原体育館・グラ
ウンド

作品展示、バザー
など

下之川
Ｔ276－0222

11月26日㈰
９時30分～
16時

下之川体育館・グ
ラウンド

作品展示、バザー
など

と　き ところ 内　容

11月12日㈰
９時～15時

川口小学校体育館、
川口公民館

講座生・一般・児童作品
展示、農産物品評即売会、
体験コーナーなど

11月19日㈰
９時～
14時30分

八ツ山小学校体育
館・校舎

作品展示、舞台発表、農
産物品評即売会、バザー、
体験コーナーなど

11月19日㈰
９時～16時 大三小学校体育館

作品展示、学習発表会、農
産物品評即売会、バザー
など

11月19日㈰
９時～16時 倭小学校体育館

作品展示、舞台発表、農
産物品評即売会、バザー、
体験コーナーなど

11月19日㈰
９時～15時 家城小学校体育館

講座生・一般・児童作品
展示、学習発表会、農産
物品評即売会など

11月12日㈰
９時～
15時30分

元取公民館
作品展示、学習発表会、農
産物品評即売会、バザー、
千本づきなど

元取
Ｔ269－3057

川口
Ｔ262－0483

八ッ山
Ｔ262－0432

大三
Ｔ262－2666

倭
Ｔ262－0485

家城
Ｔ262－0484

公民館名 と　き ところ 内　容公民館名

秋
ま
つ
り

文
化
祭

TSU NEWS 第12回 津市美術展覧会

　各部門の入選以上の作品と、審査員の作品を
展示します。優れた作品の数々を、ぜひご鑑賞
ください。
部　門　日本画、洋画、彫刻、美術工芸、写真、書

審査会と作品鑑賞会(ギャラリートーク)
　各会場で公開審査会と作品鑑賞会を行いま
す。作品鑑賞会では、展示作品の魅力や鑑賞方
法について、審査員がやさしく解説します。ど
なたでも参観いただけます。
審査会
10月31日(火)
　10時～ 日本画、美術工芸、写真
　13時～ 洋画、彫刻、書
表彰式　11月11日(土)13時～
作品鑑賞会　11月12日(日)14時～ 全６部門

 「お正月」をテーマに、津市美術展覧会実行委
員による親子で楽しめるワークショップを、無
料で開催します。
と　き　11月５日(日)９時～16時
ところ　津リージョンプラザ１階出会いの広場
定　員　先着30～50人程度

　皆さんの投票で「あなたが選ぶ～第12回市展
賞～」を決定します。各部門ごとに一番気に
入った作品に投票してください。
対　象　審査員の作品と入賞作品以外の全ての
　展示作品
投票日　11月４日(土)～６日(月)
投票方法　会場で配布する投票用紙で投票。投
票者には、抽選で10人に図書券2,000円分を
プレゼントします。 ※受賞者には賞状と賞金
１万円(各部門１人、同票の場合は折半)が贈
られます。

無料ワークショップを開催!! 

あなたが選ぶ～第12回市展賞～

第12回
特別企画①

第12回
特別企画②

9:00~17:00
津リージョンプラザ

※12日は16：00まで11 4  ~12    日土

問い合わせ　津リージョンプラザ　Ｔ229-3300　Ｆ229-3344
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問い合わせ　環境政策課　Ｔ229-3212　Ｆ229-3354
つ・環境フェスタ開催
地球にやさしい社会をつくろう！～地球の未来はあなたしだい～

内　容
●市民団体、企業の環境保全活動の展示・体験
●市内の幼稚園、小中学校の環境学習展示
●高校生、大学生の活動・研究展示
●次世代自動車展示
●おもちゃのかえっこ
●親子寄せ植え講習会、花苗の展示・販売
●ごみ収集車へのお絵かき、乗車体験
●地元の食材を使用したデザート、ランチ、
ファストフードなどの販売
●スタンプラリー抽選会
●フリーマーケット など

親子寄せ植え講習会

6
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問い合わせ　中央公民館　Ｔ228-2618　Ｆ229-5150
地域力創造セミナー

講座名 内　容 と　き ところ 対　象 定員 申込締切
①
仕事で役立つパソコン
教室（エクセル講座）
（全10回）

仕事で役に立つ基本的なエ
クセルの操作を学びます。

11月２日㈭～来年３月15日㈭
の第１・３木曜日
いずれも18：30～20：00

市内に在住・在勤・
在学で、パソコン
の基礎知識がある
18～60歳の人

10月
25日㈬
必着

10月
25日㈬
必着

②
プレゼンテーションを
学ぼう
（全10回）

パワーポイントを使用し、
実際にプレゼンテーション
をしながら、会議などで役
に立つ能力を身に付けます。

11月９日㈭～来年３月22日㈭
の第２・４木曜日
いずれも18：30～20：00

市内に在住・在勤・
在学で、パソコン
の基礎知識がある
18～60歳の人

③
くらしの金融・経済講
座（後期）
（全５回）

資料・データを基に、より
具体的な金融知識を学び、
金融資産の活用や運用につ
いて考えます。

11月15日㈬～来年２月21日㈬
の第３水曜日、３月14日㈬
いずれも13：30～15：30

市内に在住・在勤・
在学の人

11月26日㈰10：00～12：00
12月17日㈰９：30～15：30
来年
１月21日㈰10：00～12：00
２月17日㈯10：00～12：00
２月24日㈯13：00～16：00
３月３日㈯９：30～15：30

④
パソコン指導
ボランティア養成講座
（全６回）

講師や援助者としての体験
をしながら、実践的にパソ
コンの魅力を伝える指導ボ
ランティア能力を高めます。

市内に在住・在勤・
在学で、パソコンの
基礎知識がある人

抽選
20人

抽選
30人

抽選
20人

抽選
20人

10月
27日㈮
必着

10月
27日㈮
必着

中央公民館
情報研修室
または高田
短期大学（一
身田豊野）
※いずれか
　で実施

中央公民館
情報研修室

中央公民館
情報研修室

中央公民館
情報研修室

※当フェスタは、環境に配慮したイベント作りに取
り組んでいますので、マイバッグやマイ箸などの
持参をお願いします。

10:00~15:00
メッセウイング・みえ11 26    日

　つ・環境フェスタ「緑と花
のコーナー」で、秋の花苗を
使った寄せ植え講習会を実施
します。初めて寄せ植えをす
る人でも気軽に参加できる内容で、１時間程度
の講習で花の特徴や、寄せ植えを長持ちさせる
工夫などの基本的な知識が身に付きます。
時　間　①11時～ ②13時30分～
定　員　先着各10組
費　用　１人1,000円
講　師　亀井輝忠さん(亀井園芸）
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、希望する受講時間を
環境政策課(　229-3139@city.tsu.lg.jp)へ
申込期間　10月19日(木)～11月10日(金)17時

受講料　無料(教材費が別途必要)
持ち物　①②ＵＳＢメモリー、①テンキー(持って
いる人)

申し込み　往復はがきで講座名、住所、氏名、年

齢、電話番号、④の受講希望者のみメールアド
レスを、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１講座有効



広報 つ！　平成29年10月16日号 13

7
TSU NEWS 平成29年度 みすぎ秋まつり

～ふるさと ふれあい 秋まつり～

内　容
●篠原誠さんによる講演「ＣＭの裏側、
　話します。」
●特産品販売および各種ブースの出展
●作品展示(絵画、書、写真など)
●ステージイベント(文化協会芸能発表、和太鼓演奏、小中学生
　によるステージ発表など)

11 2　～5 作品展示 木 日

9:00~15:30
美杉総合文化センター11 3    金・祝

篠原誠さん
1972年生まれ、津市美杉町川上出
身のＣＭプランナー。ａｕ三太郎
シリーズ、ＵＱモバイル、家庭教
師のトライなどのテレビＣＭを手
掛け、2015年クリエーティブ・
オブ・ザ・イヤーを受賞。

8
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 一志町ふれあいまつり

市一志庁舎駐車場・
ＪＡ三重中央本店駐車場(一志町田尻)
内　容　オープニング餅つき、一志中学校ブラス
バンド演奏、ミニミニ商店街、地元特産物の販
売、白山高校野だて、豚汁大鍋コーナー、食生
活改善指導など

内　容　紙ふうせんコンサート、あつライブ、よ
さこい踊り、幼稚園児演技、フラダンス、久居
一志地区医師会による健康相談など

一志農村環境改善センター

8:30~15:0011 12    日

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　Ｔ272－8080　Ｆ272－1119

問い合わせ　一志総合支所地域振興課　Ｔ293－3008　Ｆ293－3022

紙ふうせん

紙ふうせん

「美里地区社会福祉協議会」の紹介

vol.７

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334

美里地区社会福祉協議会
会長  黒川 和義 さん

　　　　　　　　　美里地区は津市の西に位置
　　　　　　　   する、自然豊かな農村地域で
　　　　　　　　す。

　高齢者の外出支援や参加者相互の交流を目的
に、70歳以上の一人暮らし世帯、夫婦とも75
歳以上の二人暮らし世帯を対象とした「ほのぼ
の会」をつくり、年２回さまざまな場所へ社会
見学に行っています。

 また、子育て支援として、未就園児とその保
護者を対象に「ころころ広場」「プチころ」と
題して、ふれあい遊びをしています。子育てに
関する情報交換を行ったり、市の保健師から専
門的な話を聴いたりすることで、育児に関する
不安解消の場にもなっています。

　地域のつながりを深めるため、ふれあいの場
を積極的に作っていくとともに、お互いが助け合
い、健康で安心して暮ら
せるように、関係機関と
協働して地域福祉を担っ
ていきたいです。

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

「ころころ広場」の様子「ころころ広場」の様子
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市河芸庁舎４階ホール

資産税課
　229－3132　　229－3331

臨時職員（短期）

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

市営住宅・市営美杉住宅入居者

募　　集

収税課
　229－3135　　229－3331

市民税・県民税の納付

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画情報紙つばさ
第23号を発行

教育研究支援課
　229－3528　　229－3017

河芸子どもたち展
福祉政策課
　229－3283　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

津市戦没者戦災犠牲者追悼式

文化振興課
　229－3250　　229－3544
河芸総合支所地域振興課
　244－1700　　245－0004

市河芸庁舎４階ホールの利用

お知らせ

イベント

　第３期の納期限は10月31日
(火)です。忘れずに最寄りの金融
機関または郵便局、コンビニか
ら納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、第４期
から口座振替になります。

と　き　10月25日(水)13時30分～
※受け付けは12時30分～
ところ　津リージョンプラザお
城ホール

※入場者多数の場合、入場制限
を行うことがあります。

　郷土芸能や伝統芸能などの団
体練習の場として利用できます。
施設の利用方法や利用可能時間、
団体登録など、詳しくはお問い
合わせください。

　読者の皆さんからの意見や感
想をお待ちしています。
内　容　
●女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律(女性活躍

推進法)
●平成29年度の取り組み
●簡単料理コーナー
配布場所　男女共同参画室、各
総合支所地域振
　興課(生活課)、公
　民館など　※津
　市ホームページ
　からもご覧いた
　だけます。

　河芸地域の園児・児童・生徒
の図工・美術作品を展示します。
と　き　11月４日(土)・５日(日)
　９時～16時(５日は15時まで)
ところ　河芸公民館３階会議室・
多目的室

任用期間　来年１月４日(木)～
２月28日(水)
定　員　２人
勤務時間　８時30分～17時15分

※土・日曜日、祝・休日を除く
勤務場所　市本庁舎
業務内容　償却資産申告書の受
け付け、データ入力、その他事務
補助　※詳しくは面接時に説明
対　象　パソコンを使った事務
の経験があり、実務的な入力・
計算・表作成などができる人
試験内容　パソコンでのデータ
入力試験、面接
賃　金　日額6,550円(通勤手当
は別途支給、駐車場なし）
申し込み　直接窓口または電話
で資産税課へ
申込期間　10月16日(月)～31日(火)

申し込み　10月16日(月)から配
　布する所定の申込用紙に必要
　書類を添えて、直接市営住宅
　課または同課久居分室窓口へ
申込期間　10月30日(月)～11月
２日(木)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。

保育所等の利用申し込み
申し込みはお済みですか？

問い合わせ　子育て推進課　　229-3167　　229-3451
保育所等の利用申し込み
　平成30年４月１日からの保
育所等の利用申し込みを受け
付けています。利用を希望す
る人は、10月31日(火)までに
子育て推進課または各総合支
所市民福祉課(福祉課)、各保育
所等へ申し込んでください。詳
しい手続きは、広報津９月１
日号または津市ホームページ
をご覧ください。

保育所等とは
　保護者が働いている場合
や、病気などのために保育が必
要と認められた小学校就学前
の子どもに対し、保護者に代
わって保育を行う施設です。
該当施設
　保育所、保育
を提供する認定
こども園、地域
型保育事業



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

11月の開催日程11月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所

広報 つ！　平成29年10月16日号 15

問い合わせ　商業振興労政課　　229-3169　　229-3335　

　起業を考えている人や、家事・育児と両立し
ながら、趣味や特技を生かして起業したい人な
どを対象に、起業に必要な知識を学ぶ塾を開催。
と　き　11月20日(月)・29日(水)、12月12日
(火)・19日(火)いずれも９時30分～11時30分
※来年１～２月の土・日曜日いずれか１日、
希望者を対象にトライアル出店を実施予定

ところ　中央公民館会議室(津センターパレス２階)
内　容　起業への心構えやビジネスプランの作
成、起業した女性の体験談、ディスカッショ
ン、商店街でのトライアル出店など

講　師　西村訓弘さん(三重大学地域戦略セン
ター長)、服部亜樹さん(有限会社深川屋代表)他
対　象　商店街などでの起業に興味のある女性
定　員　10人程度
申し込み　受講申込書へ必要事項を記入し、
郵送またはファクス、Ｅメールで三重大学
地域戦略センター(〒514-8507 住所不要、
Ｆ231-9905、Ｍrasc-info@crc.mie-u.ac.
　jp)へ　※申込書は同センターホームページ
からダウンロード可
締め切り　11月13日(月)必着

商店街等活性化支援塾（女性応援編）
まちの未来をつくる

■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。

11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）

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

１日㈬、４日㈯、５日㈰
※４日、５日は18時～21時30分のみ利用可。６日㈪～来
　年３月31日㈯は改修工事を実施

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫

14日㈫
17日㈮

１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬

６日㈪

11日㈯、19日㈰、25日㈯

６日㈪
20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）

11月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

※サオリーナの一般公開は３ページをご覧ください

津PR第3戦
アラウンド33

津PR第3戦
アラウンド33

津PR第４戦津
マイスターズカップ

津PR第４戦津
マイスターズカップ

GⅠ
児島

GⅢ
下関

GⅠ
尼崎

GⅠ
尼崎

GⅢ
鳴門

GⅢ
宮島♡

GⅢ
丸亀♡

GⅢ
多摩川M

GⅢ
鳴門

尼崎 GⅠ児島 GⅠ福岡 戸田 GⅢ多摩川 GⅢ宮島

GⅢ唐津♡ 徳山 徳山 芦屋 唐津 徳山 GⅢ唐津芦屋

日本トーターカップ

日本トーターカップ アキラ100％杯

アキラ100％杯鳥羽一郎杯争奪戦

鳥羽一郎杯争奪戦 戸田 福岡 江戸川GⅢ多摩川M戸田

GⅠ児島 江戸川 GⅠ福岡 戸田 常滑 大村 GⅢ宮島尼崎

宮島 大村 鳴門 江戸川 平和島 常滑 GⅢ多摩川 浜名湖 尼崎 平和島

常滑びわこびわこ尼崎三国

住之江 桐生 若松 丸亀 住之江 蒲郡

若松 GⅠ蒲郡 下関 蒲郡 若松 SGチャレンジカップ（下関） 若松

丸亀 住之江 桐生 桐生

三国♡GⅢ宮島♡

多摩川



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

９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・・・・・・・・・・・・・・

11件（89件）
5件（24件）

1,257件（9,879件）
802件（6,315件）

0人（7人）
90人（777人）

市民の動き
８月分

（平成29年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,922世帯
（前月比55世帯増）

281,018人
（前月比9人増）
136,492人
144,526人

　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)

広報 つ！　平成29年10月16日号16

イベント

募　　集

みえ生涯学習ネットワーク交流会
地域｢学｣フェスティバル
　｢学び｣をテーマにしたフェス
ティバルで、マジックショー・キッ
チンカーの出店などもあります。
　11月３日(金・祝)10時30分～16
時　　県総合文化センター(一身
田上津部田)
　三重県生涯学習センター(　
233－1151)

所得税の青色申告決算等説明会
　11月15日(水)10時～12時、13時
30分～15時30分　　県文化会館小
ホール(県総合文化センター内)　　
所得税の青色申告者の決算や年末
調整事務などの説明　※決算書用
紙は説明会後、確定申告書に同封し
て送付しますのでご確認ください。
　津税務署(　228－3133)

平成30年度全国高等学校総合体
育大会300日前イベント
　平成30年度全国高等学校総合
体育大会をＰＲするため、元柔
道選手でバルセロナ五輪銀メダ
リストの小川直也さんによるゲ
ストトークや、高校生によるハ
ンドベルやダンスなどを行います。
　11月４日(土)13時30分～16時

　イオンモール鈴鹿中央コート他
　同大会三重県実行委員会事務
局(県教委全国高校総体推進課
内、　224－2838）

介護就職デイ
　11月７日(火)13時30分～15時
　ハローワーク津(島崎町)　　
市内の介護・福祉関係事業所の
就職相談、面接会　　福祉の仕事
に就職希望または関心がある人
　ハローワーク津(　228－9161)

第13回高虎のつどい
　11月３日(金・祝)13時20分～
15時　　津商工会議所１階丸之
内ホール(丸之内)　　小林貴虎
さん(ときめき高虎会代表)、椋本
千江さん(郷土歴史作家)、齋藤
正和さん(文学博士・五日会会員)
による藤堂高虎公の魅力を語る
講演　　150人
　ＮＨＫ大河ドラマ｢藤堂高虎｣
を誘致する会(　265－2590)

三重いのちの電話自殺防止講演会
　11月４日(土)14時～15時30
分　　県文化会館１階レセプショ
ンルーム(県総合文化センター内)
　西田寿美さん(前県立こども心
療センターあすなろ学園長)によ
る講演｢子どもが生きる希望を失

わないために｣　　100人
　三重いのちの電話協会(　213－3975)

ゾンターク室内合奏団
第43回定期演奏会
　11月12日(日)14時30分～16
時30分(14時開場)　　サンヒル
ズ安濃ハーモニーホール　　管
弦楽演奏会　　1,000円(高校生
以下は800円)
　同合奏団担当(　090－6760－9235)

里山ふれあいコンサート
　ビッグバンドの演奏にのせて木々の
ささやきと大地のそよ風を届けます。
　11月５日(日)10時～11時30分
　柏尾学習林(久居明神町)　※敷
物をご用意ください。　　ジャズ
バンド「ニュー・デューク・
オールスターズ」による演奏
　みえ里山自然ふれあいの会(　
256－4557)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　11月８日(水)13時～15時　　同
センター作業室(三重町津興)　　
市内に在住の60歳以上で、臨時・
短期・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

■津市民スポーツ教室

グラウンドゴルフ

なぎなた（小学生の部、
中学生の部、一般の部）
バレーボール（一般女子の部）

11月14日㈫９：00～12：00
11月12日㈰10：00～12：00

12月16日㈯

11月23日（木・祝）

河芸第２グラウンド
海浜公園内陸上競技場

サオリーナメインアリーナ

三重武道館 小学生以上（高校生を除く）

18歳以上の女性（高校生不可） 11月１日㈬～30日㈭

10月30日㈪～11月13日㈪

20チーム

各20人

18歳以上（高校生不可）
４歳～中学生

120人
50人

10月25日㈬～11月２日㈭
当日受け付け

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

ラグビーフットボール



　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　

広報 つ！　平成29年10月16日号 17

三重県学生奨学金返還支援│

星と語ろう
　11月25日(土)18時
45分～20時30分　
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　月・秋の星座の観察(悪
天候の場合は天文工作)　　市内
に在住の小学生と保護者　　　
15組　　１組600円(３人まで、
１人増えるごとに300円追加)
　10月24日(火)～11月13日(月)
に直接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ　※窓口優先

介護有資格者Ｒeスタート研修
　再び介護現場で仕事をするため
に介護知識や技術を再学習します。
　11月28日(火)、12月６日(水)
※他に２日間施設演習あり　　
県文化会館２階大会議室(県総合
文化センター内)、県内福祉施設
　介護の資格をお持ちで、現在、
福祉・介護の仕事をしていない
人または介護士として復帰後お
おむね１年未満の人　　　30人
　11月20日(月)までに電話で、また
は受講申込書を郵送、ファクスで三
重県福祉人材センター(〒514-8552
桜橋二丁目131、　222－0170)へ
　同センター(　227－5160)

スキルアップ講座　
生態学シリーズ｢生存戦略｣
　渡辺守さん(三重大学名誉教授)に
よる分かりやすい生態学の講座です。
　①12月２日(土)13時45分～16
時②来年２月10日(土)13時45分～
16時　　①三重県総合博物館
MieMu３階レクチャールーム(一
身田上津部田)②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チョウの生存戦略②
トンボの生存戦略　　18歳以上で、
自然観察や環境学習などの指導者
または自然に関心のある人　　　
各50人　※県内在住の人を優先
　①は11月２日(木)までに、②は
来年１月16日(火)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで、講座名、

開催日、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、ファクス番号を三重
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
　同センター(　059－329－2000)

三重県学生奨学金返還支援事業助成金
　若者の県内定着を促進するた
め、県内の指定地域への居住など
を条件に、大学生などの奨学金返
還額の一部を助成します。
　大学院・大学・短大・高等専門学
校・専門学校の最終学年１年前の
学年以上の在学生で就職先が決
まっておらず、卒業後に県内の指
定地域への定住を希望する人(そ
の他条件あり)　※詳しくは三重
県ホームページをご覧ください。
　11月30日(木)までに三重県戦
略企画部戦略企画総務課(　224
－2009)へ

いきいきサロンで提供するゲー
ムセミナー
　11月25日(土)13時45分～16
時45分(受け付けは13時15分から)
　県生涯学習センター２階視聴
覚室(県総合文化センター内)　
　17歳以上　　　50人
　10月23日(月)～11月20日(月)
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
ルで三重県レクリエーション協会
(〒514-0002 島崎町3-1 三重県
島崎会館内、　246-9801、　mie-
rec@ztv.ne.jp)へ
　同協会(　246－9800)

Ｇボール＆ソフトギムニクボー
ルで楽しく身体づくり
　12月３日(日)10時～12時　　
県文化会館２階第２ギャラリー
(県総合文化センター内)　　　
40人　　700円
　10月20日(金)～11月24日(金)に

ファクスまたはＥメールで住所、氏
名、年齢、電話番号を津市健康体操
連絡協議会担当(　232-4886、　
einside.bamboo@gmail.com)へ
　同協議会担当(　070－4405－5821)

おやこ食育教室
　11月10日(金)９時30分～12時
　橋南市民センター調理室　　乳
幼児と保護者　　15組　　１組
350円(教材費を含む)
　往復はがき、またはファクスで
住所、氏名、電話番号を食生活改
善推進協議会津支部(〒514-0803
柳山津興585、　226－1186)へ
　同支部担当(　237－1324)

第３回ふれあいグラウンド・ゴ
ルフ交流会
　初心者から経験者まで、世代
間の交流を図りながら16ホール
を回りませんか。
　12月２日(土)９時～12時30分
　安濃中央総合公園内多目的グ
ラウンド　　市内に在住の小学
生以上　　　100人　　300円
　11月15日(水)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、ファクスで、あの
うスポーツクラブ(〒514-2325 安
濃町田端上野818 安濃中央総合
公園内体育館内、　268－3220)へ 
　同クラブ事務局(　268－0100)

マンカラ大会
　楽しいボードゲーム「マンカ
ラ」を通して、交流を深めませ
んか。
　11月25日(土)９時～11時30分
　久居総合福祉会館　　　40人
　400円
　11月13日(月)～20日(月)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、ファクスでひさ
い遊・ＹＯＵクラブ(〒514-1118 久
居新町2809 コーポ新町A101 After
School夢内、　253－4322)へ　
　同クラブ(　253-4322)



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成29年10月16日号18

とき（11月） ところ
７日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

７日㈫
13時30分～15時

サンデルタ香良洲１階
相談室

８日㈬
13時～16時

芸濃福祉センター１階
相談室１

20日㈪
９時～12時

市一志庁舎２階
会議室

15日㈬
13時30分～15時30分

安濃中公民館２階
研修室３

13日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

20日㈪
13時～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

とき（11月） ところ

13日㈪
９時30分～
11時30分

久居総合福祉会館
南館２階
談話室２

８日㈬
13時～16時

芸濃福祉センター１階
相談室

16日㈭
13時～16時（受け
付けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会
相談室

無料相談

健　　康

募　　集
不要になったイルミネーションの提供を
　栄町公園内の樹木をイルミネー
ションで彩ります。家庭で飾ら
なくなったイルミネーションが
あれば譲ってください。
　津駅前ストリート倶楽部担当
(　090－3385－4418)

パワーハラスメント対策支援セミナー
　職場でのいじめや嫌がらせ、
パワーハラスメントが与える影
響は、企業に大きなダメージを
与えます。パワハラ問題が起き
る前に講じておくべき予防策に
ついて、経験豊富な講師が具体
的なノウハウをお伝えします。
　11月20日(月)13時30分～16時
30分　　三重県教育文化会館第５
会議室(桜橋二丁目)　　企業の
パワハラ対策担当者(人事総務、
法務、CSRなど)、社労士、産
業カウンセラーなど　　70人
　申し込み専用サイト(https://
pawahara-seminar.jiwe.or.jp
/events/)から、またはファクス
で21世紀職業財団(　03－5844－
1670)へ
　同財団(　03－5844－1663)

ミエチュウオウ文化祭
　10月28日(土)11時～16時　　
三重中央医療センター(久居明神
町)　　市民公開講座、井上一樹
さん(元中日ドラゴンズ選手)に
よる講演など　※三重中央看護
学校祭同時開催
　同医療センター代表(　259－1211)

音楽療法＆レクリエーション
　音楽療法士の服部昌子さんを
講師に迎え、音楽療法について
楽しく学びます。
　11月11日(土)13時30分～15
時30分(受け付けは13時から)　

　久居総合福祉会館北館２階研
修室１・２　　17歳以上　　50
人　　400円
　11月６日(月)までに郵送または
ファクスで住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を久居福祉レク研
究会担当(〒510-0305 河芸町中別
保269-3 山田宛、　245－5044)へ
　同研究会担当(　090－4114－4643)

第５回 知ろう！考えよう！在宅
医療講演会
　10月28日(土)14時～15時10分
　ＪＡ三重中央ふれあいセンター
多目的ホール(一志町日置)　　
渡辺哲雄さん(日本福祉大学中央
福祉専門学校専任教員)による講
演｢認知症ストーリー・ケア～好
ましい意志を引き出すために～｣
　在宅療養支援センター(　255－
1300)

住民健康講座
　11月９日(木)14時～15時　　
久居ふるさと文学館　　小林竜
也さん(管理薬剤師)による講演
「熊本地震での活動と災害に備
えた薬の管理｣
　久居一志地区医師会(　255－3155)

薬を知る講座
　11月26日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　｢女性の方、特有の病気の治療
薬｣をテーマに薬剤師による薬の
効能などの解説と個人相談など
　津薬剤師会(　255－4387)

暮らしの行政困りごと相談所
　10月31日(火)10時30分～15時
30分(受け付けは15時15分まで)
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　弁護士、
税理士、行政相談委員、行政職員
などによる登記、年金、税、相続、消
費生活、交通事故、法律問題などの

相談　※弁護士、税理士による相
談(　　16人)は、10月23日(月)
８時30分から三重行政監視行政
相談センターへ予約が必要
　同センター(　227－6661)

アイヌの方々の相談電話(匿名可・
秘密厳守)Ｔ0120-771-208
　月～金曜日の９時～17時(祝・
休日、12月29日～翌年１月３日
を除く)　
　人権教育啓発推進センター(　
03－5777－1802)

11月の行政相談
　国や市などの行政に関する意
見等を、12人の行政相談委員(市
政相談員)が受け付けます。

　三重行政評価事務所(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課(丸之内)
　同課(　228－4193)
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和訓栞 
　10月16日は、アメリカでDictionary Day(辞書
の日)とされています。アメリカ英語辞書の生み
の親であるノア・ウェブスターは1758年のこの
日に誕生しました。イギリスからの独立により愛
国心が高まっていたウェブスターは、アメリカ人
はアメリカ英語を学ぶべきだと考え、1828年に
アメリカ特有の単語や用法などをまとめた辞書を
出版します。その後、ウェブスターの辞書は100
年もの間、教育現場で愛用されました。
　ウェブスターが生きた時代、日本では江戸時代
です。このころ辞書といえば、谷川士清が思い浮
かびます。士清は、宝永６(1709)年に津市の八
町で生まれました。家業の医師を務める傍ら国学
の研究に打ち込み、日本書紀全巻の注釈書｢日本
書紀通証｣を出版し、その付録として動詞の活用
図表｢倭語通音｣を載せました。これは、日本語の
動詞は、五十音の行に沿って活用するということ
を表したものです。当時、国語辞典の多くはイロ
ハ順配列でしたが、多くの言葉の研究を行ってい
た士清は、五十音順がふさわしいと考え、日本最
初の本格的な五十音順の国語辞典である「和訓
栞」の作成を始めます。そして、士清没年の翌年
の1777年、遺族の手により引き継がれ、和訓栞
の刊行が始まりました。
　和訓栞の特徴は第２音節までが五十音順配列に
なっていることです。また、見出し語は平仮名
で、その下に漢字で表記しています。さらに、語
源の説明も多く見られることから、語源辞典の側
面を持ち合わせています。何より、収録された言
葉は2万897語にも及び、当時の類書をはるかに
しのぐ大作でした。このように、和訓栞は形式や
内容、収録語数から見ても、現代の国語辞典の形
にいち早く到達したものといえます。
　この和訓栞は、現在、谷川士清旧宅で展示され

ています。かつて士清が医師として、そして国学
者として過ごした場所に建つ旧宅は、当時のただ
ずまいを今日に伝え、士清の人となりや業績を紹
介する資料などの展示も行われています。
　辞書の日にちなみ、江戸時代に津で辞書を作っ
た国学者・谷川士清の旧宅にぜひお立ち寄りくだ
さい。

 わくんのしおり

谷川士清旧宅(国指定史跡)

：平仮名見出し
：漢字表記

(前編巻之三いの部)
和訓栞

 ことすが

江戸時代の国語辞典

わごつうおん

おわび　広報津９月16日号15ページ「歴史散歩136　津市
最大の平山城 安濃城跡」の記事中にある「長野氏当
主の藤具」は、「長野氏当主の具藤」の誤りでした。
おわびして訂正します。

 ふじとも  ともふじ
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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。

　給食作りは、栄養教諭と学校栄養補助員、調理員全員のチームワーク。献立には、子どもたちに素材の食感や彩りなども
楽しんでほしいという栄養教諭らの思いが込められています。それを形にできるよう、食材の切り方や調理方法などにも気を
配ります。また、大きな調理器具での火加減や水分の飛ばし方など、後進への技術の伝承にも力を入れています。夏は暑く、
冬は寒い過酷な職場ですが、子どもたちの笑顔をチームで作り上げていく、やりがいのある仕事ですよ。

　“津ぎょうざ”ですね！地元の食材をふんだんに使った大きな津ぎょうざは、おいしくて栄養
たっぷり。「おいしそう」「いい匂いがする」と、給食室をのぞく子どもたちを見ると、うれしくなり
ます。大人になっても、津市にしかないこの給食メニューを思い出してほしいですね。

Q3 人気の給食メニューは？

Q2 学校給食の調理員として大切なことは？

Q1 給食を作るときに心掛けていることは？

篠田 真名美さん 

藤水小学校
調理員技能長
し の   だ 　 　 ま 　 な 　 み

　おいしいのはもちろん、全員が安心して楽しく食べられるよう、異物などが混ざっていないか、食材は何度もチェックしま
す。調理の際にも、例えば私たち調理員にとっては500個のコロッケでも、児童にとってはたった１つ。くずれたコロッケで１
人の子が悲しい思いをしないように、１つ１つ丁寧に作っています。また、アレルギーや文化的な理由で食べられない食材
がある子にとって、食は命や生き方にも関わることなので、細やかな配慮ができるよう常に勉強しています。

平成４年から調理員として津市
内の小中学校で勤務し、現在、
藤水小学校の調理員技能長と
して調理と技術指導に力を入
れている。



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

　090-2269-3159(松橋）

三重ヴォークスボーナ第61回定期演奏会

     

介護の日フェア2017 

第12回市民白バラ講演会

懐メロ歌つづり

レッ津！健康づくり2017

松橋昌子ソプラノリサイタル

ダンスフェスティバル Vol.8

一般        1,000円
高校生以下 500円

催 し 物 の ご 案 内催 し 物 の ご 案 内

入場料など

■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

5

9

10

11

12

18

19

23

25

26

28

29

日

木

金

土

日

土

日

木

土

日

火

水

14:00

14:00

10:00

13:15

9:20

9:20

13:30

14:00

13:30

12:00

13:00

14:00

16:00

16:00

15:30

15:00

16:30

16:30

16:00

16:00

15:30

16:00

17:20

16:00

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

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料
  (要整理券）

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき９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10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９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10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

前売り2,000円
当　日2,500円

月

2017

11

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ
三重ヴォークスボーナ
　090-2770-1122(宇陀）

津地区明るい社会づくりの会
　227-0421(小林）

「介護の日フェア2017」実行委員会
　226-3131(森田)
市選挙管理委員会事務局
　229-3236

カラオケ愛好会
　225-1666(カラオケ喫茶みゆき)

カラオケ優の会
　226-3480(田中）
市健康づくり課
　229-3310

橋北公民館
　227-1738
新アンサンブル
　090-4232-3104
南立誠地区老人会
　225-6070(上)

市文化振興課
　229-3250

名大社
　052-220-3588(尾関)

芸濃地区文化協会
　265-3698
芸濃小学校
　265-2002

市久居総合支所福祉課
　255-8834

河芸文化祭実行委員会
(市河芸総合支所地域振興課内)　
　244-1700
フェスタ in かわげ実行委員会事務局
(市河芸総合支所地域振興課内)　
　244-1700

ケークリエイション 
　090-7313-9853(前山）

津地方法務局人権擁護課
　228-4193

市文化振興課
　229-3250

第一生命保険株式会社三重支社
　050-3781-6792

橋北公民館文化祭 発表会

Kammermusik・カンマームジーク(弦楽合奏)演奏会

南立誠地区老人会 ミドラリハーサルバンド

転職フェア(合同企業説明会）

河芸文化祭舞台発表

フェスタ in かわげ

4

5

19

21

27

土

日

日

火

月

無　料

800円

無　料

無　料

無　料

9:30

14:00

14:00

13:00

13:00

12:30

16:00

16:30

16:50

17:00

4

5

土

日

無　料

無　料

10:30

11:00

14:30

15:30

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

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

津明社の集い
「男はつらいよ寅次郎恋やつれ」上映会

カラオケ発表会
ゲスト 松本まさおき(キングレコード）

国立長寿医療センター市民公開講座2017
「認知症を知る」

津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念映画
上映会」①超高速！参勤交代(日本語字幕付き)②潮騒

第37回三重県中学生作文コンテスト表彰式イベント
～桑名西高校演劇部人権啓発劇・作文コンテスト表
彰式・白子高校吹奏楽部コンサート～
津市文化振興基金自主事業「羽田朝子記念映画上
映会」①マエストロ！(日本語字幕付き) ②哀愁

※広報津9月16日号折り込み紙でお知らせした、10月21日(土)「いのちあるかぎり～木田俊之物語～」上映会＆トークショーは
　主催者の都合により中止となりましたのでご了承ください。

芸濃地区文化祭(芸能発表会)

芸濃小学校生き方学習発表会

5

18

日

土

無　料

無　料

9:30

9:00

16:00

12:00

■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

津市久居老人クラブのつどい9 木 無　料9:00 17:00

■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



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

　090-2575-8033(東山)

■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

一般        1,000円
高校生以下 800円

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

無  料
  (要整理券）

無  料
  (要整理券）

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

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  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津市美術展覧会実行委員会
事務局(津リージョンプラザ内)
　229-3300

ＭＯＡ美術館津児童作品展
事務局
　090-5620-3361(荒木）

三重県社会教育研究会
　265-2106(明小学校 小林）

河芸文化祭実行委員会
(市河芸総合支所地域振興
課内)　244-1700

市健康づくり課
　229-3310

前売り2,500円
当　日2,800円

第12回 津市美術展覧会

レッ津！健康づくり2017

ＭＯＡ美術館 津児童作品展

無　料

無　料

無　料

４日(土)～12日(日)
9:00～17:00
(12日は16:00まで）

25日(土)・26日(日)
9:00～17:00
(26日は15:00まで）

19日(日)
12:00～16:00

■アストプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

ギャラリー１
ギャラリー２

ギャラリー１

橋北公民館
　227-1738

橋北公民館文化祭 作品展

第45回夏休み社会科作品展

無　料

無　料

4日(土)・5日(日)
9:00～16:00
(5日は15:00まで）

■河芸公民館
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

全館河芸文化祭 無　料
４日(土)・５日(日)
9:00～16:00
(５日は15:30まで）

創作家具 うっどすとっく
　279-3901(村中)

■サンヒルズ安濃
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

展示ギャラリー
村中 英彦 手作り創作家具展
「ひびき」

無　料
22日(水)～26日(日)
11:00～16:00
(22日・24日は12:00から）

18日(土)11:00～16:30
19日(日)9:30～15:00

安濃町文化祭実行委員会事務局
(安濃中公民館内)
　268-2101　　　　
ゾンターク室内合奏団
　090-6760-9235(吉田)
三重県三曲協会　
　059-386-8341(高見)

市一志総合支所地域振興課
　293-3008
市一志総合支所地域振興課
　293-3006

　090-9029-0917(前山)

安濃町文化祭 芸能発表
     

ゾンターク室内合奏団 第43回定期演奏会

みえ県民文化祭 第48回三曲演奏会

4

5

12

19

土

日

日

日

無　料

無　料

9:30

9:30

14:30

10:00

16:30

16:00

16:30

15:30

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

白山総合文化センター
　262-5893

グループ「にじ」
　090-1564-2096(山本)

市久居総合支所地域振興課
　255-8803(中山)

市男女共同参画室
　229-3103

久居高校吹奏楽部
　271-8100

市美杉総合支所地域振興課
　272-8080

リトルスター秋のコンサート

新沢としひこコンサート「あしたがすき」

久居高等学校第１回定期演奏会

5

11

12

19

25

26

日

土

日

日

土

日

無　料

無　料

500円

13:30

13:30

15:00

13:30

12:45

14:00

16:30

15:30

17:00

14:30

15:50

16:00

三重県警察音楽隊定期演奏会
おまわりさんのコンサート

第20回記念ひさい榊原温泉マラソン協賛イベ
ント ストレッチ&ランニング講座

平成29年度 津市男女共同参画フォーラム
「わあむ津」

一志町ふれあいまつり

津市人権講演会 

12

19

日

日

無　料

無　料

10:00

14:00

15:00

15:30

■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

第５回わかくさ会 歌の集い26 日 無　料9:20 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

みすぎ秋まつり3 金 無　料9:00 15:30

■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
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健康づくりだより
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平成29年10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

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　10月23日(月)から各保健センターへ

赤ちゃんの
離乳食教室
《スタート編》

幼児食へつなごう！
離乳食教室

《ステップアップ編》
久　居

河　芸

ところ
（保健センター名） とき（11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

24日（金）
13 ： 30～15 ： 00

８日（水）
13 ： 30～15 ： 00

丈夫な骨づくり教室
　からだを支える骨の仕組み、いつまでも元気に生
活するための動けるからだづくりについて学んでみ
ませんか。
と　き　11月28日(火)13時～15時
ところ　久居保健センター
内　容　保健師・栄養士・健康運動実践指導者によ
　る講話・体操、骨密度・足指力測定、相談
対　象　おおむね20～64歳の人
定　員　先着20人
申し込み　10月23日(月)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　11月16日(木)14時～15時30分
ところ　中央保健センター
定　員　先着４人
申し込み　10月23日(月)から同保健センターへ

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

22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

15日（水）
13：30～
15：15

妊娠中の食事について
（栄養士）

ところ
（保健センター名）

とき
（11月） 内容など

健康相談・栄養相談
　保健師・栄養士による相談を行います。
対　象　成人
定　員　各相談先着３人
申し込み　10月23日(月)から各保健センターへ

中　央
久　居
河　芸
安　濃
一　志
白　山
美　杉
美　杉

（伊勢地地域住民センター）

ところ（保健センター名） とき（11月）
28日（火）13：30～15：00
21日（火）９：30～11：00
20日（月）９：30～11：00
１日（水）９：30～11：00
８日（水）９：30～11：00
28日（火）９：30～11：00
14日（火）９：30～11：00
15日（水）９：30～11：00

29日（水）９：30～11：00美　杉
（太郎生地域住民センター）
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健康な今こそ、がん検診を

対　象　津市に住民登録があり、過去に１回も肺
　炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない人
　で、下記の（１）または（２）に該当する人
（１）次の表の生年月日に当てはまる人

※表に当てはまる人には、４月下旬に案内通知を郵送
しました。なお転入や紛失などで通知がない人は、健
康づくり課(　229－3310)へお問い合わせください。

（２）接種当日に60～64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される人
接種期間　来年３月31日(土)まで
接種回数　１回
接種場所　県内の協力医療機関
自己負担額　2,500円　※生活保護受給者は、自
己負担額の免除がありますので、必ず「被保護
証明書」を医療機関に提出してください。
接種時の持ち物　健康手帳、予診票、健康保険証
など住所が確認できるもの
※定期接種の対象にならない65歳以上の人には費
用助成の制度があります(過去に１回でも肺炎
球菌ワクチン(23価)を接種した人は対象外)。

対　象　津市に住民登録があり、以下のいずれか
を満たす人
●接種日当日に65歳以上の人
●接種日当日に60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能
に障がいがあり、日常生活が極度に制限される人
接種期間　10月15日(日)～来年１月31日(水)

接種場所　県内の協力医療機関
接種回数　１回
自己負担額　1,200円　※生活保護受給者は、自
己負担額の免除がありますので、必ず「被保護
証明書」を医療機関に提出してください。
接種時の持ち物　健康手帳
※健康手帳は各保健センターで交付しています。

講　演　ためしてガッテン流！健康づくりの極
意！～健康・お得・賢く・楽しく～

講　師　北折一さん(元NHK「ためしてガッテン！」
専任ディレクター、消費生活アドバイザー)

と　き　11月19日(日)13時30分～16時(開場は
12時から)

ところ　津リージョンプラザお城ホール

定　員　先着600人(申し込み不要)
　津市自慢の産品や健康グッズが当たるおたのし
み抽選会(抽選券配布は12時～13時25分)や「お
もしろ健康川柳」応募作品展示および表彰式など
も開催します。健康づくりに興味がある人もない
人も楽しんでいただけるイベントですので、ぜひ
ご来場ください。
　詳細は津市ホームページをご覧いただくか健康
づくり課(　229-3310)にお問い合わせください。

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせお済みですか

季節性インフルエンザ予防接種が始まります高齢者の皆さんへ

乳房超音波検査
（エコー）

検査内容
市が行う乳がん検診

※対象者の年齢は、平成30年３月31日時点です。

対象者

乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ）

30～39歳の女性と41～59歳の奇数
年齢の女性

40～60歳の偶数年齢の女性と61歳
以上で前年度に津市乳房Ｘ線検査
を受診していない女性

※国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターによる
　がんに罹患する確率～累積罹患リスク（2012年データに基づく）

　がんは、早期に発見し、早期に治療すれば、
90％以上が治る病気です。
◆乳がんにかかる人が増えています
　乳がんは、女性がかかるがんで最も多く、生涯
を通じて11人に１人がかかる※といわれています。
　しかし、乳がんは不治の病ではなく、早期に
見つけて、治療をすれば完治の可能性が高くな
ります。早期発見のためには、月に１回のセル
フチェック(自己触診)と２年に１回のがん検診
のダブルチェックが大切です。

◆精密検査が必要と判定されたら、必ず受けましょう
　検診結果が「要精密検査」や「要受診」の場
合は、必ず医療機関で詳しい検査を受けましょ
う。がんでないことや他の病気が分かることも
あるので、怖がらずに受診しましょう。

レッ津！健康づくり2017を開催!

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれ
昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれ
昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生まれ
昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれ
昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ
昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生まれ
大正11年４月２日～大正12年４月１日生まれ
大正６年４月２日～大正７年４月１日生まれ

年　齢 生年月日

無料



折り込み紙
広報津

秋の火災予防運動特集

平成29年10月16日発行
消防本部予防課

　254－0356　　256－7755
秋の火災予防運動特集

屋内消火栓設備スプリンクラー設備 自動火災報知設備

平成29年度 全国統一防火標語

来年４月１日から公表制度スタート
Q 違反対象物の公表制度とは？
　重大な消防法令違反が認められる建物を
津市ホームページで公表して、市民に情報
を提供する制度です。

Q 公表制度の対象となる建物は？
　劇場や映画館、飲食店や百貨店、ホテ
ル、病院や社会福祉施設など不特定多数の
人または自力避難が困難な人が出入りする
建物です。

Q 重大な消防法令違反とは？
　建物の面積などにより設置が義務付けら
れたスプリンクラー設備、屋内消火栓設
備、自動火災報知設備が設置されていない
違反のことです。

Q なぜ来年４月１日からスタート？
　市民の皆さんや
建物の関係者に周
知する期間を設け
るためです。

Q ホームページで公表される内容は？
●建物の名称　例：○○ビル
●所在地　　　例：津市○○町○－○
●違反の内容　例：自動火災報知設備の未設置

　11月９日(木)から15日(水)までの
１週間、全国一斉に秋の火災予防運
動が実施されます。冬から春にかけ
て空気が乾燥し、暖房器具を使用す
るなど火災発生の危険性が高まりま
すので、火の元には十分に注意し、
火災を起こさないようにしましょ
う。万が一、火災が起こったとき
は、119番通報、初期消火、安全な
場所への避難など、けがをしないよ
うにするとともに、被害が少なくな
るように努めてください。
　また、平成30年４月１日から、違
反対象物公表制度が始まります。こ
の制度は、建物の利用者が安心して
利用することができるように、重大
な消防法令違反のある建物について
情報提供するものです。
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秋の火災予防運動特集

住宅用火災警報器を設置しましょう

住宅用火災警報器の定期的な点検を
電池切れに注意！

住宅用火災警報器の取り付け場所

　定期的に点検ボタンを押すなどして作動
確認をしましょう。警報音か音声が鳴れば
正常です。
※電池の寿命は約10年ですが、機種や動作
　環境により異なります。

設置義務
１階以外に寝室が
ある場合は、階段にも
取り付けましょう。
(煙式を設置)

設置義務
住宅内の寝室に
あたる部屋に

取り付けましょう。
(煙式を設置)

家のどこに取り付けれ
ばいいの？

定期的にお手入れをしましょう
　住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作
動を起こす場合があります。

警報音が鳴ったら
　住宅用火災警報器は火災を感知した時以
外にも、電池が切れそうになった時や故障
の時に音や光で知らせてくれる機種があり
ます。
※警報音が鳴った時の対処法は取扱説明書
　で確認しておきましょう。

本体交換および廃棄方法
　住宅用火災警報器本体もセンサーなどの
寿命により交換が必要です。10年を目安に
交換しましょう。
　交換するときは他の居室でも連動して警
報音が鳴る連動型の住宅用火災警報器がお
すすめです。
　また、捨てるときは本体と電池を別にし
て捨てましょう。お住まいの自治体のルー
ルに従って廃棄してください。

　平成29年の津市内の住宅火災は、８月末現在
で24件(昨年比３件増)ありました。また、８月に
は火災が原因で２人の死亡者が出ています。
　日頃から火災を出さないように心掛け、万が一
火災が起こったときも早期に発見し、初期消火や
安全な場所に避難することが大切です。尊い命を
守るために、住宅用火災警報器を設置しましょ

う。
　また、住宅用火災警報器の寿命は約10年で
す。古くなると電池切れ、故障などの不具合が予
想されますので、既に設置されている警報器は定
期的な点検を実施してください。取り替えの際
は、１個の警報器が鳴れば他の警報器も同時に鳴
る連動型の住宅用火災警報器がおすすめです。

設置推奨 設置推奨
義務はありませんが
台所に設置することが
望ましいです。
(熱式が望ましい)

他の居室でも
連動して鳴る連動型
住宅用火災警報器が
おすすめです。
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　アニメ｢まんが日本昔ばなし(金太郎･宝の下駄･
おむすびころりん･馬方とタヌキ)｣(計50分)
と　き　11月19日(日)14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

平成29年10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 11月
November

2017月刊

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

　第８回津市手づくり絵本コンクールに応募され
た作品を全て展示します。独創的な手づくり絵本
を手にとってご覧ください。
と　き　10月28日(土)～11月５日(日)９時～16時
※10月31日(火)の休館日は除く。最終日は15時
　まで
ところ　津図書館２階視聴覚室
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

　毎年好評の人形劇。今年も｢人形劇団どむなら
ん｣による人形劇を開催します。親子や家族でそ
ろってお楽しみください。
と　き　11月25日(土)14時～15時15分
ところ　津図書館２階視聴覚室
内　容
■演目｢てんぐとかっぱとかみなりどん｣
　炭焼きのとうべいが山に登っていくと、てん
ぐ・かっぱ・かみなりどんが次々と現れて、無理
難題を突き付けます。途方に暮れ、しょんぼり帰
ってきた父とうべいの話を聞いた息子のとうへい
は、反撃を開始します。三味線と太鼓の生演奏で
進む、和風人形芝居です。
■併演｢みえのむかしむかし｣
　三重の民話を、はちまきやしゃもじなど、日用
品を使って演じる｢見立て人形劇｣です。
定　員　先着150人(小学生以下は保護者同伴、入
　場整理券が必要)
申し込み　10月27日(金)９時から津図書館１階カ
　ウンターで入場整理券を配布します。電話での
　申し込みはできません。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●人形劇大会●人形劇大会

　2008年に米国図書館協会が制定した｢図書館で
ゲームをする日｣にちなんでアナログゲームの体
験会を行います。
と　き　いずれも11月３日(金・祝)９時～16時
■テーブルゲームをやってみよう
　トランプなどを使ったファミリー向けのカード
ゲームです。
ところ　久居ふるさと文学館２階展示ギャラリー

対　象　小学生以上　※事前申し込み不要
■ＴＲＰＧを体験してみよう
　紙や鉛筆、サイコロなどの道具と、会話のみを
用いた、ルールブックに従って遊ぶ、対話型のゲ
ームです。
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
対　象　小学５年生以上
定　員　先着16人
申し込み　10月23日(月)から直接窓口または電話
　で久居ふるさと文学館へ
※詳しくは、津図書館ホームページをご覧ください。
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●図書館でゲームしよ！！(無料)●図書館でゲームしよ！！(無料)

　市民の皆さんの投票により、津市手づくり絵本
コンクールの受賞作品以外の中から｢本に出会え
るまちで賞｣を決定します。実際に手にとって、
気に入った絵本を選んでください。なお、公平を
期すため投票は１人１回限りです。
と　き　10月28日(土)～11月１日(水)９時～16時
※10月31日(火)の休館日は除く
ところ　津図書館２階視聴覚室
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●｢本に出会えるまちで賞｣の投票を●｢本に出会えるまちで賞｣の投票を

　美杉図書室では、蔵書点検のため以下の期間休
館します。休館中の本の返却は図書室の返却ポス
トへお願いします。なお、11月30日(木)は臨時開
館します。
と　き　11月７日(火)～17日(金)
問い合わせ　同図書室(　272-8092)

●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

●津市手づくり絵本コンクール
　全応募作品展示
●津市手づくり絵本コンクール
　全応募作品展示



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

美里図書館
(　279-8122)９時～17時
(特別整理期間／11月1日～3日)

津市立図書館休館日のお知らせ
津市立図書館は全館、毎週火曜日と毎月最終木曜日(館内整理日)、

年末年始（12月28日～１月４日）、特別整理日が休館日です。

美杉図書室
(　272-8092)９時～17時
(特別整理期間／11月7日～17日)
(臨時開館日／30日)

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

11月のおはなし会など11月のおはなし会など
内容など と　き 語り手

11月 図書館カレンダー11月 図書館カレンダー は、休館日

津図書館

久居ふるさと
文学館

河芸図書館

芸濃図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

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

9日(木)10時30分～
※浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

2日・16日いずれも(木)14時15分～

①4日②11日③18日④25日いずれも(土)15時～

1日・15日いずれも(水)15時～

4日・18日いずれも(土)15時～

11日(土)15時～

13日(月)10時30分～

16日(木)10時～

22日(水)11時～

25日(土)15時～

4日(土)11時～

19日(日)11時～

11日・25日いずれも(土)11時～

25日(土)14時～

2日・16日いずれも(木)11時～

11日(土)11時～

25日(土)15時～

1日・8日・15日・22日・29日いずれも(水)15時～

3日(金・祝)11時～　

4日(土)14時30分～

5日(日)11時～

だっこでおはなし！
（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)

図書館職員

わらべ

かたつむり

どんぐり

かたつむり

ラッコの会

こんぺいとう

なり☆プロ

フレンズ・ポコ座

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

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スペシャル
（絵本、紙芝居など）

楽しいおはなしの時間
（絵本、紙芝居など）

おはなしであそぼう！
（体・声を使ってお話の中を体験)

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

絵本ＤＥお話しよう会
（大人向け、参加者が発表会形式で行う絵本の読書会)

おはなしの森
（年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
（絵本、紙芝居、手遊び、童謡など）

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)

小さい子向けおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

9日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

12日(日)10時30分～　　　　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時
きらめき図書館
(　292-4191)９時～17時
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)

2日(木)・9日(木)・16日(木)・23日(木・祝)
いずれも15時～
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