
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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津ぅキャラたちととこまるが集まって運動会を開催♪(11月5日 芸濃総合文化センター)表紙

創立46年

国体300日前記念
津ぅキャラ運動会を
動画でチェック♪

特集
P２ 市長・市議会 新年のごあいさつ

コロナ禍の去年、そして今年

特集
P２

東京2020オリンピック
セーリング競技男子レーザー級日本代表

市長対談  南里 研二さん特集
P４

特集
P８

新春市民インタビュー2021

２０２１年は
三重とこわか
国体・大会イヤー
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令和３年の新春を迎えて
津市長　前葉 泰幸

　謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が日本中に広がり、国からの学校の臨時休
業の要請により、３月２日以降全国の小・中・高等学校が一斉に臨時休業を行っ
たことで、家庭環境が一変し、その後、４月16日には緊急事態宣言が全国に拡
大されたことで、市民生活や地域経済が影響を受け、企業活動や職場環境など、
社会が大きく変わった年でありました。
　津市は、このような変化に対して、給食費３カ月分の無償化などの家計支援や
消費拡大に向けたプレミアム付商品券発行による事業者支援を行い、さらに、コ
ロナありきの新しい生活様式に対応していくための環境整備として、保育所・幼
稚園等の空調設備の整備や避難所施設のトイレ洋式化を一気に進めることなど、
その時々の状況に応じた支援を市役所一丸となって取り組んでまいりました。ま
た、コロナの影響でオープンを延期していた久居アルスプラザは、昨年10月１
日にグランドオープンし、その後１カ月で２万4,000人もの方が来館されまし
た。毎年恒例の津花火大会や津まつりは中止になりましたが、津市出身の写真家
の写真集を原案とした映画「浅田家！」が公開され、ロケ地となった専修寺や浅
田家！パネル展には日本全国から多くの方に津市にお越しいただき、まちに活気
を与えてくれました。
　そして迎えた令和３年、今年もコロナ対策に万全を期さなければなりません。
市民の皆様の命と健康を守るため、引き続き、感染予防対策を進めながら、市民
生活や地域経済をしっかりと支え続けることを市政運営の最優先課題として取り
組んでまいります。そのなかで、いよいよ今年の秋には三重とこわか国体・三重
とこわか大会が市内各所で開催されます。ウィズコロナ時代に開催される最初の
国体・大会として、津市が持つまちの魅力を全国に発信しながら、東海随一の規
模を誇るサオリーナをはじめとする各競技会場で素晴らしい熱戦が繰り広げられ
るよう、これまで準備してきたことをしっかりと形にして、参加される皆様の記
憶に残る国体・大会にしてまいります。
　皆様にとって、本年が健やかで希望に満ちあふれる年となりますことをお祈り
申し上げ、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ
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より良い地域社会の実現に向けて
津市議会

　新春を迎え、市民の皆様に謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。
　旧年中は、津市議会の議会運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
　さて、昨年は、世界各国で新型コロナウイルス感染症が流行し、日本でも新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出にはじまり、ソー
シャルディスタンスの確保やテレワークの推進など、私たちの生活様式に、かつ
てない大きな変化を求められた一年となりました。
　津市においては、感染拡大防止のため、津花火大会や津まつりなど、市民の皆
様が毎年楽しみにしておられるイベントが次々に中止や縮小となったほか、さま
ざまな感染防止対策を継続してまいりましたが、現在も終息の目途は立っており
ません。
　このような難局を乗り切るため、津市議会では、津市産業・スポーツセンター
のサオリーナでの本会議の開催や、議場での傍聴自粛のお願いなど、感染防止対
策を図りながら議会運営を行い、特に昨年５月には、二度の臨時議会を開催し、
特別定額給付金や津市事業継続支援金など、緊急性を要する給付事業や、津市独
自の支援策にかかる議案等を迅速かつ丁寧に審議いたしました。
　コロナ禍が長く続いておりますが、昨年は久居アルスプラザのグランドオープ
ンなど、確かな歩みを進められた事業もございました。本年は、三重とこわか国
体・三重とこわか大会が開催される記念の年でもあります。津市議会におきまし
ては、市民生活を守り、地域経済を支援するために、また、今後のより良い地域
社会の実現に向けて、市議会の権能を十分に発揮しながら安定的な議会運営に努
め、必要な事業や施策を円滑に実施できるよう取り組んでまいります。
　昨年は、本会議において約200件の議案審議を行うとともに、約230件の一般
質問を行いました。本会議や委員会の内容については、インターネットを活用
し、ライブ映像や録画映像の配信を行っており、遠隔で視聴いただくことができ
ますので、是非多くの皆様にご覧いただければと思います。
　市民の皆様にとりまして、令和３年が健やかで幸多き一年となりますよう、心
よりお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

青山高原からの眺望
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　海上のダイナミックな操艇技術で自然を味方につけて着順を競うセーリング競技。今回の市長
対談では、今年７月23日に開幕する東京2020オリンピックのセーリング競技男子レーザー級日本
代表の南里研二さんに、オリンピックに向けての意気込みや三重とこわか国体についてお話を伺
いました。

津の海から世界へ！東京2020オリンピック
48

市長　南里研二選手は佐賀県のご出
身で三重県スポーツ協会勤務の後、
2018年から百五銀行に所属されて三
重県との縁が深まりました。津ヨッ
トハーバーでもトレーニングに励ま
れ、オリンピック出場の選考レース
となる2019年７月の鳥取県境港市
と、2020年２月のオーストラリアの
メルボルンで開催された世界選手権
でいずれも日本選手トップという素
晴らしい成績を収められました。し
かし、それだけでオリンピック出場
がかなうわけではないのですよね。
南里　出場国枠があり、選考指定大

会で、35カ国以内に入った人にポイ
ントが与えられ、出場権が得られま
す。ロンドンオリンピックとリオオ
リンピックでは私が日本人トップ
だったのですが、当時40カ国以上
あった出場国枠に日本が及ばず出場
できませんでした。
市長　今回レーザー級は北京五輪以
来３大会ぶりの出場、南里選手に
とっては初めてのオリンピックにな
りますが、過去２大会で悔しい思い
をなさり３回目の挑戦でついにオリ
ンピック出場権を手にされたことで
南里さんにとっては特別な舞台なの
でしょうね。
南里　10年以上オリンピックを目指
してきたので、今回出場が内定した
ときはすごくほっとしました。
市長　セーリングは世界中で盛んで
すが、レーザー級の種目についてご

説明いただけますか。
南里　１人乗りのレーザー級の船は
他の種目と違い全て共通のパーツを
使用していることもあって世界中に
普及しています。こちらから船を運
ばずに現地で全艇新艇をチャーター
することもできるなど、船の性能に
よる差が少ない種目になります。
市長　純粋に選手の技量が試される
競技なのですね。多くの国が参加す
るからには、そう簡単には勝てない
種目のようですが、過去のオリン
ピックにおける日本勢の様子はどう
でしょうか。
南里　20～30位あたりでこれまで10
位以内に入った選手はいません。オ
リンピックに出るからにはメダルや
入賞を目指したいですが、まずは日
本人初の10位以内には入らないとい
けないと思います。

1992年佐賀県佐賀市生まれ。小学３年生からセーリング競技を
始める。2014年カリビアンミッドウィンターレガッタ優勝。
2016年岩手国体成年男子レーザー級優勝。2019年境港開催と
2020年メルボルン開催の選考指定大会で日本最上位選手となり
東京2020オリンピックの日本代表選手に選考。

南里 研二さん
NANRI     　 KENJI  　

東京2020オリンピック
セーリング競技男子レーザー級日本代表

競
技
を
見
て
も
ら
っ
て

お
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話
に
な
っ
て
い
る

三
重
の
皆
さ
ん
に
元
気
を
！
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写真提供　日本セーリング連盟

市長　2020年に開催されるはずのオ
リンピックが１年延期になりまし
た。南里選手ご自身は延期が決まっ
たときのご心情はいかがでしたか。
南里　最初は、残念な気持ちもあり
ましたが、私は世界大会などでも30
位ぐらいなので、逆に延期によって
勝てるチャンス、練習ができるチャ
ンスが広がったなと思っています。
市長　１年延期になったオリンピッ
クと同じ年の開催になるのが三重と
こわか国体です。新型コロナウイル
スの感染拡大後、初めて国体が開催
されるわけですが、その会場となる
津の海で初めてセーリングをされた
のはいつ頃でしょうか。
南里　津市では大会などがたくさん
開かれていて、高校の時のミッド
ウィンターという寒くて雪が降るよ
うな大会が初めてでした(笑)。ただ、
風はすごく良かったことを覚えてい
ます。
市長　津の海は選手から見るとどん
な風なのか、どんな波なのか特徴を
教えていただけますか。
南里　いろいろなコンディションが
あります。夏場は風が沖から来るの
で風向きは安定していて波が強く、
冬場は陸から建物や山の影響ですご
く風向きが変わりやすくて強い風が
来ますが、陸風なので波もなく乗り
やすいですね。

市長　ここではどのようなトレーニ
ングをなさっていますか。
南里　３時間ぐらい１人で海に出て
帆走したり自分で打ったマークを
回って練習したり、陸上ではサオリー
ナのトレーニング施設を利用したり
と、三重県ではほとんど１人で活動し
ているようなかたちになります。
市長　津ヨットハーバーは昭和50年
の国体、平成元年の470級の世界選手
権など大きな大会の会場となりまし
た。選手たちに愛され活用され、地
域の皆さまにも憩いの場として親し
んでいただきながら、この度、伊勢
湾海洋スポーツセンターも前回の国
体から46年ぶりにリニューアルし
て、もう一度国体を迎えることにな
りました。南里選手は三重県代表と
してすでに2016年の岩手国体で優勝
され、来年は本拠地での優勝に向け
て期待も大きくなるところですが、
三重とこわか国体に向けての意気込
みはいかがでしょうか。
南里　もう自分の中で国体で優勝す
るということは決まっていて、優勝に
向けて改善を重ねながらやるべきこ
とをやって、県民の皆さんに見せら
れるような良いレースにしたいです。
市長　東京2020オリンピックセーリ
ング競技男子レーザー級は７月25日
から８月１日まで、神奈川県藤沢市
の江の島ヨットハーバーで、三重と

こわか国体セーリング競技は津の
ヨットハーバーで９月26日から29日
まで４日間開催されます。わずか２
カ月の間に、南里選手の勇姿が２度
見られるということですね。最後
に、これからの目標などをお聞かせ
ください。
南里　オリンピック延期の理由となっ
た新型コロナウイルス感染症の影響で
今は社会全体が落ち込んでいる状態で
す。その中で私たちは競技をさせても
らっていますが、それにどうやって恩
返しができるのかというと、やっぱり
競技している姿を見て元気になっても
らえるようなことをすることだと思っ
ています。オリンピックも国体も両方
良い状態で臨み、国体に関しては優勝
を、オリンピックも同様のことを目指
して頑張っていますので、皆さんに元
気になってもらえたら良いなと思って
います。
市長　2021年の南里研二選手がご活
躍なさり素晴らしい年となるよう、
皆さまとともにこのセーリング競技
レーザー級を応援させていただきた
いと思います。

前葉泰幸
MAEBA 　 YASUYUKI

津市長

自
国
開
催
の
五
輪

地
元
開
催
の
国
体

ご
活
躍
を

期
待
し
て
い
ま
す

◆ 津市ホームページ
◆ ケーブルテレビ行政情報番組(123ch)

津市 市長対談 検索

市長対談の全
編がご覧いただけます

MAYOR’S  TV  SHOWMAYOR’S  TV  SHOW
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津市長が選ぶ！

　モーターボート競走事業から社会貢献として未
来を担う子どもたちのための施策の財源に20億
円。コロナ対策にさらに10億円を令和２年度一般
会計に繰り出し。

モーターボート競走事業
繰出額30億円

　６月１日、旧雲出幼稚園舎を改修し、雲出保育
園を移転。利用定員が24人増。

雲出保育園 改修移転

芸濃こども園 開園

　４月１日、市立５つ目となる幼保連携型認定こ
ども園として芸濃こども園が開園。
　11月１日現在、221人の子どもたちが在園。

新型コロナウイルス感染症
～市民への影響～

●３月２日から市立の小・中・義務教育学校で一
　斉臨時休業開始
●津まつり、昭和63年以来32年ぶりに中止
●三重とこわか国体のリハーサル大会中止
●市内で複数のクラスター発生
●都シティ津が９月１日から当面の間休業
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機上GNSS

電子基準点

地上GNSS

IMU レーザー測距装置
カラーデジタルカメラ

映画「浅田家！」による
まちの活性化

橋南公民館
リニューアルオープン

　10月５日、旧修成幼稚園舎を活用し、公民館と
地域活動支援機能を持つ橋南公民館をオープン。

久居アルスプラザオープン
～久居駅周辺地区都市再生整備事業完了～

　10月１日、久居アルスプラザがグランドオープ
ン。同プラザの整備を含む久居駅周辺地区都市再
生整備事業は、駅西口・東口広場の整備など、全
ての事業が完了。

●感染拡大への不安・学校臨時休業に伴う支援(相
談窓口の設置、緊急支援物資のお届け)
●家計支援(給食費３カ月分無償化、水道料金の基
本料金２カ月分無料化など)
●地域経済支援(プレミアム付商品券発行など)
●新しい生活様式に対応するための環境整備(保育
園・幼稚園等の空調設備の増設・改修、避難所
のトイレ洋式化など)

地籍調査の円滑化・迅速化

新町会館 新築

　７月１日、旧新町幼稚園跡地に複合的な機能を
集約した新町会館を新築移転。

新型コロナウイルス感染症
～市独自のコロナ対策～

　国の先進的技術による基本調査として、航空機
や計測機器搭載車両を利用したデータ収集を津市
で実施。測量や境界立ち会いの期間が大幅に短縮
され、津市の地籍調査が円滑化・迅速化。

　10月２日、津市を舞台にした映画「浅田家！」
が公開。映画のロケ地やパネル展に日本全国から
多くの人にお越しいただき、まちが活性化。
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「コロナ禍の去年、そして今年」をテーマにさまざまな分野で活躍する皆さんにお話を伺いました。

新春市民インタビュー2021

　昨年の３月に津市内の小学校は一斉休業となり、学童
保育の環境は前例をみない感染防止の対応に四苦八苦い
たしました。児童を感染から守るという強い気持ちを保
護者と支援員全員が持っていただけたことで、感染者を
出さずにこれました。今年も感染防止を並行して行いま
すが、早く終息を願い児童の安心した笑顔を早く見たい
です。

和田 実さん

放課後児童クラブ顧問

わだ みのる

児童の笑顔を
守り続ける

加藤 佳子さん

美術展覧会実行委員会

かとう よしこ

描きたい場所で
自由に創作

　津市内で日本画を教えて30年近くになります。昨年
は、コロナ禍の中、みんなで集まって絵画を楽しむという
機会があまり持てませんでしたが、みんなの創作に対する
意欲は一向に衰えず、私自身も勇気づけられることが多い
一年でした。今年こそは、描きたい場所で描きたいものを
自由に創作できる年に戻れたらと願っております。

坂部 良樹さん

三重とこわか国体 津市ボランティア

さかべ よしき

我慢の一年から
充実した一年へ

　2020年はコロナ禍により、仕事環境や生活環境が大幅
に変わってしまいました。楽しみにしていた毎月の映画鑑
賞もできず、年に一度の夏の旅行にも行けず、我慢を強い
られた一年だったと感じています。2021年は三重とこわ
か国体が開催され、夫婦でボランティアにも参加しますの
で、コロナなどに負けず充実した一年としていきたいと思
います。

かいと

　久居高校ボクシング部でキャプテンをしています。昨
年はコロナ禍で普段どおりの練習ができず、試合も中止
となり目標を見失いかけてしまいましたが、今年は一日
一日をより大切にし、意識を高め、三重とこわか国体で
良い結果を残せるよう努力していきます。

稲垣 海人さん

高校生・ボクシング部所属

いながき

日々を大切に
大会に挑む

境 則彰さん

旅行代理店経営

さかい のりあき

安心して旅行できる
その日まで

　旅行・観光業界は、昨年２月という早い時期からひど
く長く落ち込みながらも頑張っております。９月になっ
てGｏＴｏトラベルで大忙しの秋から冬を迎えましたが
この効果も一時的。１年前の今日のように普通に当たり
前に旅行を楽しむことができた生活に戻る日が必ず来ま
す。その日を待ち焦がれながらコロナと共存し、安心安
全な旅行がかなう日が待ち遠しいです。

　今のところ特効薬はなく、ワクチンもすぐ打てるわけ
ではありません。これからもマスク着用、小まめな手洗
いなど、予防を前提とした生活が続きます。自分と周囲
の人を守りながら、楽しみや張り合いを見つけ、たくま
しく乗り越えていけることを願います。

日沖 明子さん

医師

ひおき あきこ

楽しみを見つけて
たくましく
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　今年は三重とこわか国体イヤーです！地元津市で私を
育ててくれた「なぎなた競技」が開催されます。指導者
の立場で頑張り、そして勝利に導きます。応援よろしく
お願いします。

中島 由美子さん

高校教員・なぎなた部顧問

なかじま ゆみこ

なぎなた競技を
勝利に導く

　車いすバスケットを始めたのは高校生から。仕事と練
習の両立は厳しいですが、日々頑張っています。今年は
いよいよ三重とこわか国体・三重とこわか大会が開催さ
れます。車いすバスケットボールの熱い戦いをぜひ期待
してください。

佐波 卓也さん

車いすバスケットボールチーム所属

さなみ たくや

車いすバスケの
熱い戦いは必見

　新型コロナウイルス感染症が全国に拡大する中、津市で
は市民の皆さま一人一人が感染拡大防止のため、万難を排
して３密を避け、マスクを着用し、手指の消毒、検温、部
屋の換気などさまざまな感染予防に努めていただいており
ます。そのお陰で、津市の感染も最低限に抑えることがで
きていると思います。心から感謝申し上げます。

伊與田 義信さん

医師

いよだ よしのぶ

一人一人の行動が
感染を防ぐ

　劇団の代表をしています。去年はコロナの影響によ
り、公演・稽古が行えないため、団員同士顔を合わせる
機会も減り、張り合いのない時期が長く続きました。１
月から徐々に稽古を再開し、７月にお城ホールで井上ひ
さし作「仇討」を上演します。今年は演劇公演の再開を
目指して前向きに活動し充実した日常を取り戻します！

若林 一博さん

文化芸術団体連盟

わかばやし かずひろ

公演の再開を
目標にして

　小学１年生からバレーボールを始めて17年目となりま
した。生まれ育った津市で国民体育大会のバレーボール
競技が開催され、プレーできることを大変誇りに思って
います。これまで培ってきた全ての力を発揮して、地元
に恩返しができるように精一杯頑張ります。観ていただ
く方々に、私たちのプレーで感動をお届けしたいです！
応援よろしくお願いします。

草深 ことみさん

女子バレーボールチーム所属

くさふか

生まれ育った地で
最高のプレーを

　昨年は飲食業にとっては大変な一年でありました。
2021年は東京オリンピックや三重とこわか国体・三重と
こわか大会の開催など楽しみなイベントがたくさん予定
されています。また新しい生活様式を取り入れ、子ども
から大人まで楽しくお食事ができるよう「ありがとう」
「おいしかったよ」の言葉を励みに頑張っていきます。

中田 正己さん

飲食店経営

なかた まさみ

「おいしかった」の
言葉を励みに

　昨年は観光業も大変な年でした。新年を迎えて、「新
しい旅スタイル」で安心安全にお客さまをお迎えしたい
です。今年はイベントや観光でにぎわいますように。お
客さまにとってよい年でありますように。

伊藤 真司さん

宿泊施設経営

いとう しんじ

新しい生活スタイルで
お迎えします

　昨年はコロナ禍でふさぎ込んでいましたが、秋の
ウォークラリーで多くの皆さんの笑顔に触れることがで
きました。今年は三重とこわか国体のデモンストレー
ションスポーツでウォークラリーを計画しています。今
年もレクリエーションを通して、たくさんの笑顔に出会
えることが楽しみです。

田畑 由佳さん

スポーツ・レクリエーション協会

たばた ゆか

元気の秘訣は
みんなの笑顔

ひけつ



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

※費用など詳しくは、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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お知らせ

募　　集

【北勢ブロック】
桑名市、川越町、四
日市市、鈴鹿市、亀
山市

【南勢・東紀州ブ
ロック】
松阪市、伊勢市、尾
鷲市、熊野市、御浜
町

【中勢伊賀ブロック】
津市、伊賀市、名張
市

県営住宅の所在地 指定管理者

鈴鹿亀山不動産事業協
同組合（〒510－0253　鈴
鹿市寺家町1085－1、Ｔ
059－373－6802）

伊賀南部不動産事業協
同組合（〒514－0008　津
市上浜町一丁目5－1　エ
トアール津102、Ｔ221－
6171）

三重県南勢地区管理事
業共同体（〒514－0008
津市上浜町一丁目5－1
エトアール津102、Ｔ
222－6400）

確定申告会場の入場には
入場整理券が必要です
　税務署が開設する確定申告会場
には、会場の混雑緩和のため、１
月27日(水)から入場整理券が必要
になります。入場整理券の入手方
法など詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧ください。
　津税務署(　228－3131)

110番の適切な利用を 
１月10日は110番の日
　110番は事
件・事故の緊
急通報専用電
話です。相談
や問い合わせ
などで使用す
ると、緊急通報に対する警察官の
対応が遅くなる可能性がありま
す。
　緊急時以外の通報・相談は、管
轄の警察署や警察安全相談電話
(　♯9110、平日９時～17時)を
ご利用ください。
　三重県津警察署地域課(　213－
0110)

県営住宅１月定期募集
　１月５日(火)～31日(日)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。

津市青少年野外活動センター
令和３年度分の宿泊受け付け
　１月15日(金)９時30分～　※８
時30分～９時15分に整理券を配
布　　同センター(神戸)　　整理
券の順に抽選して受け付け順を決
定(ただし宿泊日数などを考慮)、
以降は先着順　※４月分の日帰り

利用は１月20日(水)から、５月以
降は３カ月前から受け付け　　青
少年団体
　同センター(　228－4025)

スポーツ指導者講習会
　２月６日(土)
９時20分～11
時40分　　メッ
セウイング・み
え２階大研修室
　齋藤恒一さん
(鈴鹿医療科学大学助教)による講
義「シニア世代の日常におこりう
る傷害に対する対策について｣　
　市内に在住・在勤・在学の人
(スポーツ指導者および指導者を
目指している人、スポーツに興味
がある人)　　50人程度
　１月29日(金)までに直接窓口ま
たは郵送、ファクス、Ｅメールで
住所、氏名、年齢、性別、電話番号
を津市スポーツ協会(〒514－0056
北河路町19－1 メッセウイング・
みえ１階、　273－5588、　
mail.tsuspokyo@gmail.com)へ
　同協会(　273－5522)

■津市民スポーツ教室

ラグビーフットボール １月31日㈰10：00～12：00 海浜公園内陸上競技場 ４歳～中学生 当日受け付け50人
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

■津市民スポーツ健康教室

～頭と体の活性化～
かんたんレクダンス

２月２日・９日・16日、３月２日いず
れも火曜日10：40～11：50（全４回）

海浜公園内管理棟会議
室 16歳以上 １月８日㈮～

25日㈪
2,000円（申込時
に支払い）10人

みんなで楽しくスロー
エアロビック

２月３日～３月24日の毎週水曜日
９：30～10：30（全８回） 海浜公園内管理棟会議

室 16歳以上 １月８日㈮～
25日㈪

各4,000円（申込
時に支払い）各10人

ビューティーストレッ
チ

２月３日～３月24日の毎週水曜日
10：40～11：40（全８回）

かけっこ教室 ２月６日㈯13：30～14：45 海浜公園内陸上競技場 小学生 １月８日㈮～
25日㈪

500円（当日支払
い）30人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間 費　用



　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　
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健　　康

無料相談

面談・
電話相談

（予約優先）

第１～４火曜日13時～18時

第３金曜日17時～19時

とき（毎月） 内　容

※祝・休日、年末年始を除く

令和３年度
松阪高校通信制課程生徒募集
　３月10日(水)　　同校　　面
接、作文
　２月22日(月)～25日(木)９時～
16時(25日は12時まで)に同校通
信制課程入試窓口へ　※受験する
人は２月７日(日)14時～15時30
分に同校で行う説明会への参加が
必要です。１月31日(日)までに電
話(　0598－30－5300)でお申し
込みください。

骨盤ストレッチヨガ教室(全10回)
　骨盤周りの筋肉
をストレッチヨガ
でほぐし、体の歪
みを整えます。
　１月18日～３月22日の月曜日９
時30分～10時30分、10時45分～
11時45分　　海浜公園内管理棟
会議室　　　各12人　　4,000
円(保険料を含む)
　１月６日(水)～13日(水)に直接
窓口または電話で海浜公園内運動
施設管理事務所(　225－3171)へ

暮らしの保健室
　看護師や保健師が健康について
の相談に答えます。健康チェック
もあります。
　１月26日(火)10時～12時　　
県立看護大学(夢が丘一丁目)　
　同大学(　233－5655)

弁護士による法律相談(面談・電話)
　１月25日(月)10時～12時、13
時～15時　　市本庁舎３階相談室
　市内に在住の人(新規優先)　　
　８人(１人30分以内)
　１月20日(水)17時までに男女
共同参画室(　229－3103)へ

行政書士による専門相談
　毎月第１金曜日13時～16時(祝･

休日、年末年始を除く)　※12時
から整理券(　　９人)を配布　　
津センターパレス３階　　遺言
書、遺産分割協議書などの作成に
係る相談
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

三重県司法書士会常設相談会
(面談は要予約)
　毎月第１・２・３水曜日13時30
分～16時30分(祝・休日、年末年
始を除く)　　三重県司法書士会
館(丸之内養正町)　　登記、相続、
裁判手続き、多重債務、後見制度
など　※電話相談(　273－6300)
も面談と同じ時間帯に行います。
　毎週月～金曜日９時～17時に
同司法書士会(　221－5553)へ

法的な困りごとは法テラスへ
　毎週月～金曜日９時～21時、
土曜日９時～17時(祝・休日、年
末年始を除く)　　法的トラブル
の解決に役立つ法制度や相談窓口
の情報提供
　法テラスサポートダイヤル(法的
トラブル…　0570－078374、犯罪
被害者相談…　0570－079714)

交通事故被害者支援センター
相談員による交通事故相談(要予約)
　毎月第３金曜日13時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
市本庁舎　　３人
　相談日の前日までに電話または
ファクスで同セン
ター(　・　0598－
42－6602)へ

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談　※電話相
談や法律相談(予約制)などもあり
ます。
　同センター(　221－7830)

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　解
雇、賃金、職場でのハラスメン
ト、人事、配置
転換、労働契約
などの相談
　同会総合労働
相談所(　228－
6064)へ

消費生活相談
　毎週月～金曜日９時～12時、13
時～16時(祝・休日、年末年始を
除く)　　市本庁舎３階市民交流課
内　　消費生活相談員による商品
の購入やサービス利用などのトラ
ブルに関する相談(電話相談も可)
　津市消費生活センター(　229－
3313)　

不動産相談所(面談は要予約)
　毎週月・火・木・金曜日10時～12
時、13時～15時(祝・休日、年末年
始を除く)　　三重県不動産会館
(上浜町一丁目)　　不動産取引な
どに関する相談(電話相談も可)
　毎週月～金曜日10時～12時、
13時～15時に三重県宅地建物取
引業協会津支部(　227－1010)へ

カウンセラー相談(面談・電話)

　夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　　市内に在住の人
　男女共同参画室(　229－3103)

おわび　広報津12月１日号11ページ公
共温泉めぐり内の安濃交流会館「あ
のう温泉」の休館日に一部誤りがあ
りました。「12月29日～１月１日」
とあるのは、正しくは「12月29日～
１月４日」です。おわびして訂正し
ます。
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津市長コラムケーブルテレビ123chと津市ホームページでは、前葉市長がこのテーマについて語ります

　令和３年の幕が開け、いよいよ三重とこわか国
体･とこわか大会開催の年となりました。
　戦後の荒廃と混乱の中、スポーツを通して勇気
と希望を見出し社会に活力を取り戻そうと始まっ
た国民体育大会は、その後、天皇杯･皇后杯の授
与、都道府県対抗･持ち回りでの開催方式が確立し
現在は２巡目に入っています。
■時代の転換点で国体開催
　１巡目の第30回国体が三重県で開催されたのは
昭和50年。第１次オイルショックにより狂乱物価
ともいわれた激しいインフレが日本経済を直撃
し、戦後初めて経済成長率がマイナスに転じた翌
年のことです。高度経済成長時代が終焉を迎え、
かつてない厳しい経済情勢のもとで開催した三重
国体は、華美を求めず｢ムダを省いたあたたかい国
体｣をモットーに工夫と創意を凝らして国体の原点
を追求した大会となりました。
　歴史の巡り合わせとでも申しましょうか、新型コ
ロナウイルスの感染拡大により昨年開催を予定し
ていた鹿児島県が３年の延期を余儀なくされたこ
とから、今年、三重県はコロナ禍で初めて国体･全
国障害者スポーツ大会を開催することになります。
■ウィズコロナ対応へ　計画見直し
　昨年６月、緊急事態宣言解除後もコロナ収束の
見通しが立たずリハーサル大会が次々と中止に追
い込まれる中、県内最多の９競技11種目が開催さ
れる津市は安全･安心な大会運営のためこれまでの
計画を根本から見直すことにしました。
　津市産業･スポーツセンターのサオリーナは
3,000㎡を上回る広いアリーナと3,000人の観覧席
を擁する最新の施設です。競技会場の選定時には
多くの種目から希望が寄せられ、国体史上初めて
同一会場でバスケットボールとバレーボールを会
期の前半と後半に分けて開催することが決まって
いました。さらに、隣接するメッセウイング･みえ
にマットや畳、仮設スタンドの観客席を設営し、
レスリングと柔道の開催を予定していました。
　当初は津市産業･スポーツセンター内の２つの会
場で４種目もの競技が開催されることが話題とな
り、大勢の来場者で盛り上がることが期待されて
いたものの、コロナ禍においてはそれが逆に密を
避けられない懸念材料となってしまいます。
　そのため、津市の国体局は選手同士の交流や観
客の数を抑制してでも各競技の日程が重ならない
ようにすることを最優先に、４競技全てをサオ
リーナで単独に開催できるよう、三重県に競技会
場の変更と会期前の競技開催を提案しました。
　国体競技は原則として９月25日～10月５日の会
期内に開催することが求められています。津市の

異例の変更案は、ウィズコロナ時代に全ての大会
参加者の安全を確保する例外的な措置として三重
県と日本スポーツ協会に承認され、会期前の９月
11日～14日にレスリングを、18日～20日に柔道
をそれぞれサオリーナで開催し、メッセと武道館
は売店などのおもてなしゾーンや関係者の控え室
などに活用することが可能になりました。
　なぎなた競技の開催を予定していた久居体育館
は、例年ジュニア向けに体験教室が開催されるな
ど、なぎなたのホームともいえる会場です。これ
までなぎなたのインターハイや国体の東海ブロッ
ク予選会など各種大会が開催されてきましたが、
国体本番では直前に300人規模の選手が体育館に
集合し１時間半の間に競技用具検査を済ませる必
要があります。アップ場や控え室は敷地内に大型
の仮設テントを設営する予定となっており、この
ままでは密が避けられない状況でした。
　津市国体局は、選手たちにとって馴染みの深い
久居体育館から、あえてバスケットボールのサブ
会場として予定されていた芸濃総合文化センター
との入れ替えを申し出ました。芸濃会場はアリー
ナ以外にも多目的ホールや剣道場、研修室などを
配する大型拠点施設であり、ホールを控え室、剣
道場をアップ場として使用することで密の解消に
大きな効果が期待できるからです。
　このように、津市開催の各競技団体から会場の
入れ替わりにご理解をいただいた結果、密を回避
する広いスペースを提供できるようになっただけ
ではなく、仮設の設営が不要になったことで荒天
時の一時撤去などのリスク回避、会場設営期間の
短縮、１億2,000万円程度の経費削減などといっ
た副次的な効果ももたらされました。
　津市会場では、他にも、競技別開会式の簡素化、
人が集中する大型のテントに代わる小･中型テント
の組み合わせ設置、ドリンクコーナーでの手渡しの
回避など、感染防止対策を追求し徹底を図ります。
■三重県のチャレンジ
　三重とこわか国体・大会全体としても、新しい
スタイルが構築されつつあります。
　昨年10月、三重県は総合開会式･閉会式の会場
を三重交通Ｇスポーツの杜伊勢･陸上競技場から津
市の三重県総合文化センター大ホールに変更する
ことを発表しました。観覧者数を8,000人から
300人に大幅に削減し選手はリモート参加にする
など、最新技術を駆使した史上初のオンライン式
典の実施に向け着々と準備が進められています。
　新型コロナウイルス感染防止策を幾重にも施し
万全の体制で臨む国体の新モデルは10月23日～
25日に開催予定の三重とこわか大会(第21回全国
障害者スポーツ大会)にも引き継がれます。両大会
のスローガンは｢ときめいて人　かがやいて未来｣。
コロナ禍においても三重とこわか国体･大会がス
ポーツの喜びと感動をつなぎ希望のきらめきを放
つ祭典となるよう、皆さまとともに全力で取り組
んでまいります。

津市長　前葉　泰幸
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