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令和３年（2021年）
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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表紙 この時期食卓を彩る新米。黄金色の稲穂が垂れ下がり収穫期を迎えた各地の田んぼで稲刈りが行われました。（８月29日 美里町高座原）
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2 広報 つ！　令和３年10月16日号

　新型コロナウイルス感染症の拡大はいまだ収束の兆しが見えず、発生するたびに大きくなる感染拡大
の波が繰り返されています。津市はその時々の感染状況や、市民生活・事業活動への影響などを見据
え、国や県と連携した施策に加えて、津市独自の支援策に取り組んでいます。
　令和元年度は予備費の活用に加え補正予算を編成し、令和２年度は予備費の活用とともに補正予算を
10回にわたり編成しました。令和３年度は当初予算に加え予備費を活用するとともに補正予算を４回
編成し、これまで事業費373.4億円をかけて、市民の暮らしと経済を全力で守り抜くための支援策を展
開しています。今後も、刻々と変化する現状やその先の状況を見極めながら、市民に寄り添った施策を
行っていきます。

津市のウィズコロナ支援策

市民の暮らしと経済を全力で守り抜くために

　水道料金(基本料金)の無料化　※令和２年度は
６・７月検針分、令和３年度は11月～翌年２月検針分

全ての市民への支援

教　育

医　療

事業者支援

生活支援

全ての市民への支援

284.3億円

教　育

18.3億円

医　療

15.6億円

事業者支援

27.4億円

感染防止・衛生感染防止・衛生
8.2億円

生活支援

15.8億円

284.3億円

※財源内訳　
令和３年８月末時点

総額  373億円※

全世帯と事業者の負担軽減
　全国トップクラスのスピードで進めた１人10
万円の特別定額給付金の給付

特別定額給付金の給付

全ての市民への支援全ての市民への支援

国 348.7億円 県 1.2億円
市 9.5億円 その他 14億円

上記６つの分野に加え、3.8億円を
新型コロナウイルス感染症対策事業基金に積み立て

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330
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15.6億円

8.2億円

　子どもと接する教員や保育士等への津市独自の
優先接種、妊婦や小・中・高校生専用の予約枠の
確保など

新型コロナウイルスワクチン接種の実施
　マスク、ゴーグル、感染防止衣、パーテーショ
ンなどの導入による救急救助の感染対策の実施

救急搬送における感染防止対策

　病院や調剤薬局における消毒液やマスクをはじ
めとする医療用資機材等の確保を支援するための
負担金の給付

病院等のコロナ対策への支援
　感染患者等を搬送できる高規格救急自動車や積
載する自動心肺蘇生器等の資機材の充実

救急搬送環境の充実

医　療医　療

　飛沫感染を防止する簡易間仕切りや段ボール
ベッドなど備蓄品の拡充

避難所の感染防止対策
　市民センター等のトイレ洋式化や空調設備の改
修、文化施設等へのサーモグラフィーカメラの設置
など

公共施設等の感染防止対策

　創業・経営相談のオンラインによる実施、デ
ジタル空き家見学会など

リモートサービスの提供
　トイレ洋式化や空調設備の改修、登園管理や保護
者との情報共有のためのＩＣＴ環境の整備、臨時休園
等の場合の２万円の家計特別支援金の支給など

保育所・こども園における感染対策

感染防止・衛生感染防止・衛生

ひまつ
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18.3億円

27.4億円

　小中学校等の児童生徒用タブレット端末２万
1,227台や貸与用モバイルWi-Fiルーター1,530台の
導入、公民館のＩＣＴ化など

教育ＤＸの推進
　幼稚園や小中学校、公民館等のトイレ洋式化
や空調設備の設置・改修、感染防止備品の設置
など

教育施設の感染防止対策

　夏季休業期間中の授業日における臨時スクー
ルバスの運行など

子どもたちの学びの保障
　小中学校や幼稚園等が臨時休業等となった場
合の２万円の家計特別支援金の支給など

臨時休業等に伴う家計支援

　家計が急変した学生を対象にした授業料の免
除など

三重短期大学学生への支援
　感染防止対策の備品配布や運営補助金、ICT環
境の整備など

放課後児童クラブの感染対策等

教　育教　育

　売り上げが減少している事業者への10万円の
事業継続支援金の交付など

全ての業種を対象とした支援
　１冊7,000円(2,000円のプレミアム分)の商品券
28万冊の発行など

店舗等への支援

事業者支援事業者支援
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15.8億円

　観光、イベント、飲食、宿泊、旅行業等の事
業者への10万円～50万円の支援金の給付など

特に影響が大きい事業者への支援
　海上アクセスを維持する高速船運航事業者な
どへの支援金の給付

地域公共交通事業者への支援

　３カ月分の学校給食費の無償化(令和２年６・
７・９月)と、未就学児等への支援金の交付

給食費の無償化 子育て・ひとり親世帯への家計支援

　文化芸術団体等の感染症対策に係る経費の支
援など

市民活動の維持・継承
　専門的な分野の相談にも対応できる外国籍住
民向け相談会の実施など

外国籍住民への生活支援

　日常生活に困っている人を対象とした生理用
品の無償配布など

市民の日常生活の確保
　民生委員・児童委員の訪問に代わる手段での
活動に係る費用の負担軽減など

市民福祉の確保

生活支援生活支援

　児童１人当たり１万
円の子育て世帯への臨
時特別給付金(１万
9,901世帯)、１世帯当
たり５万円等のひとり
親世帯臨時特別給付金
(2,099世帯)、児童１人
当たり５万円の子育て
世帯生活支援特別給付
金(3,071世帯)を支給
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今一度ご確認ください

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために
問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　　229－3346　

新型コロナワクチンに関する問い合わせ先・相談先

・津市のワクチン接種の手続きや予約
津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)
Ｔ0570-059567(８時30分～18時、土・日曜日、祝・休日も可)

・ワクチン接種に関する質問・相談
みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン　
Ｔ224-2825(９時～21時、土・日曜日、祝・休日も可)

・ワクチン接種前後の副反応に関する質問・相談
三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口　
Ｔ224-3326(24時間、土・日曜日、祝・休日も可)

・津市ホームページ新型コロナワクチン接種について
津市 ワクチン

　一般的にウイルスは、流行
を繰り返す中で少しずつ変異
していくものです。
　新型コロナウイルスも流行が拡大する中で、次々に
変異が起こり続けます。変異株の出現を食い止めるた
めには、ワクチン接種を含む感染予防対策を徹底し、
流行の拡大を防ぐことが有効な手段です。

新型コロナウイルスの変異について

・マスクは鼻に隙間なく密
着させ、しっかりと着用
してください。
・できる限り不織布のもの
を着用してください。

・共用物に触った
後、食事の前後、
公共交通機関の利
用後などは必ず手
洗い・手指消毒を
お願いします。

正しく使おう　マスク正しく使おう　マスク

・一つの密でも避け「ゼロ密」を目
　指しましょう。特に人と人との距
　離は十分に保ってください。
・おしゃべりする時間はできる限り
　短くし、大声は避けてください。
・気候にかかわらず十分な換気を行ってください。

目指そう　ゼロ密目指そう　ゼロ密

小まめにしよう　手洗い・手指消毒小まめにしよう　手洗い・手指消毒

×

接種協力医療機関一覧
(個別接種)

ワクチン接種予約サイト
(集団接種)

津市 接種協力医療機関

津市 ワクチン予約サイト

　令和２年１月に国内初の感染者が確認された新型コロナウイルス。現在国内では、従来株から強
い感染力を有するデルタ変異株にほぼ置き換わったと考えられています。変異株であっても、適切
なマスクの着用、手洗い、「密」の回避など、基本的な感染対策の徹底が有効です。
　自分のため、みんなのため、そして大切な人のために、ワクチン接種後であっても引き続き感染
対策を行ってください。
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子育て世代包括支援センター
気軽にご利用ください

子育て世代包括支援センター 一覧

　子育て世代包括支援センターは、子育てに関する切れ目ない支援を行う総合相談窓口です。市内10
カ所の保健センターと５カ所の子育て支援センターで、保健師、助産師、保育士が妊娠期から子育て
期までの不安や悩みを聞き、地域の専門機関と連携しながら、一人一人に合った情報、サービス、場
所などを提案しています。

問い合わせ　子育て推進課　　229－3390　　229－3451　健康づくり課　　229－3310　　229－3346

子育てに困ったら一人で悩まず、抱え込まず、お近くの子育て世代包括支援センターへ
お問い合わせください。

子育て世代の皆さん、こんなことで悩んでいませんか

保健センター
保健センター名 電話番号 ところ 開設日時（祝・休日、年末年始を除く）
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里
安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

Ｔ229－3164
Ｔ255－8864
Ｔ245－1212
Ｔ266－2520
Ｔ279－8128
Ｔ268－5800
Ｔ292－4183
Ｔ295－0112
Ｔ262－7294
Ｔ272－8089

西丸之内23－1（津リージョンプラザ１階）
久居新町3006（ポルタひさい１階）
河芸町浜田774
芸濃町椋本6141－1（芸濃保健福祉センター内）
美里町三郷44－1
安濃町東観音寺418（サンヒルズ安濃内）
香良洲町2167（サンデルタ香良洲内）
一志町井関1792（とことめの里一志内）
白山町川口892（白山保健福祉センター内）
美杉町八知5580－2（美杉総合文化センター内）

Ｔ225－4500
Ｔ224－8801
Ｔ265－5537
Ｔ268－5832
Ｔ292－3499

桜橋三丁目204
垂水1300（たるみ子育て交流館内）
芸濃町椋本6146－2（げいのう わんぱーく内）
安濃町東観音寺418（サンヒルズ安濃内）
香良洲町5722

月・火・木・金曜日10時～12時、13時～16時
月・水～金曜日10時～12時、13時～16時
月～水・金曜日10時～12時、13時～16時
月～木曜日10時～12時、13時～16時
月～金曜日９時～12時、13時～15時

月～金曜日８時30分～17時15分

子育て支援センター名 電話番号 ところ 開設日時（祝・休日、年末年始を除く）
子育て支援センター

子育て世代
包括支援センター

妊娠中に準備
しておくもの、
気を付けるこ
とって何？

産後の手助けをしてくれる
人がいない。
どうすれば
いい？

上の子の赤ちゃん返りが
ひどくて
困っている。

津市に引っ越してきたばか
り。どんな子育て
サービスがあるの
か知りたい。

保育園や幼稚
園ってどんな
ところ？

子どもと一緒に遊びに行く
場所はどこに
ある？

月～金曜日　※事前連絡が必要

月～金曜日　※事前連絡が必要

桜橋子育て支援センター
たるみ子育て支援センター「かるがも」
芸濃子育て支援センター「ぷちぷち」
安濃子育て支援センター「わくわくランド」
香良洲浜っ子幼児園子育て支援センター

月～金曜日８時30分～12時
※12時～17時15分は事前連絡が必要

月～金曜日８時30分～12時　
※12時～17時15分は事前連絡が必要
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119
森林セラピーイベント参加者募集

※費用には昼食代・保険料、前泊する場合は夕食代も含みます。
※ＪＲ名松線各駅からの送迎はありません。

11月６日㈯
９時～15時 10人

50人

10人

６人

3,000円

1,500円

3,000円
(前泊する場合
は１万1,000円）

4,000円

大洞山石畳
コース

定員
（先着） 費　用 申込期間

平倉コース
（川上山若
宮八幡宮）

日神西浦
コース

君ケ野ダム
湖畔コース

11月13日㈯
９時～15時

11月23日(火・祝)
10時30分～15時

11月28日㈰
９時～15時

11月７日㈰
９時～14時30分

イベント名 内　容 と　き ところ

　おまかせ！セラピー 深まる紅葉
の中「いろいろあるけどなんと
かなるさ！？」セラピー　

秋深まる大洞山の中腹でのんびり
ゆったり癒やされてみませんか。

おまかせ！セラピー 里山を歩く
ウェルネスウオーキング⑥～川
上・SDGsツーリズム～

紅葉の頃、修験の滝・川上山若宮
八幡宮を訪ねて、ウオーキングと
セラピーを体験しませんか。

おまかせ！セラピー 森の癒やし
効果を実感！！「日神西浦コー
ス」森林セラピー＜錦秋版＞　

全山紅葉が進む中、日神石仏群か
らいもづかの滝で折り返し、日神
不動院まで散策します。

君ケ野湖畔コースウオーク　
秋の紅葉も君ヶ野ダムの魅力。色付
く山々が湖畔に映り込む景色を見な
がらウオーキングしましょう。

第９回ノルディックウオーキング
フェスティバル　

ポールを使ったノルディックウ
オーキングで歩きましょう。４km
コースと７kmコースがあります。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報津に掲載のイベント等は内容の変更や、中止または
延期の可能性があります。参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。
　また、イベント等の会場では手指消毒、マスク着用、検温、連絡先の確認などにご協力ください。

10月20日㈬～
29日㈮

10月25日㈪～
11月５日㈮

11月１日㈪～
12日㈮

10月20日㈬～
11月19日㈮

君ケ野ダム
湖畔コース 100人 1,500円

1
TSU NEWS

問い合わせ　男女共同参画室　　229－3103　　229－3366
令和３年度 津市男女共同参画フォーラム「わあむ津」
変わる 動く 発信する～ジェンダー平等 自分らしさが生きるまち～

11:00~16:00
津リージョンプラザ11 27    土

津市ホームページ
わあむ津

申し込み　はがき、またはＥメールで、代表者の郵
便番号・住所・氏名・電話番号、希望枚数(代表者
１人につき２枚まで)を男女共同参画室(〒514－
8611 住所不要、　229－3103@city.tsu.lg.jp)へ

　※後日、入場整理券を郵送します。
締め切り　11月５日(金)必着　
※無料託児(６カ月～就学前の子ど
も、先着５人)の申し込みは11月
17日(水)から電話で男女共同参
画室へ

　市民の皆さんの男女共同参画意識の高揚を目指し、
津市男女共同参画フォーラムを開催します。展示や講
演から「多様性」について楽しく考えてみませんか。
生活文化情報センター(展示室)…11時～16時　※入
場自由
・主に市内で活動する各団体による展示、取り組み
発表など

お城ホール…12時50分～15時15分(12時開場)
・久居少年少女合唱団、鼻笛合奏団アミーゴによる
オープニング

・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

・金澤泰子さんによる講演「多様な生き方の中で～
ダウン症の娘と共に～」と、金澤翔子さんによる
書のパフォーマンス

定　員　お城ホールのみ抽選300人(要整理券)
金澤泰子さん・翔子さん

申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
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　保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生
が、放課後に安全で充実した生活を送ることができ
るよう支援しています。各クラブの運営は保護者会
や社会福祉法人などが行い、平日のほか、ほとんど
が土曜日や夏休みなども開所しています。

　新年度から入所を検討している保護者の皆さん
は、各クラブへ直接お問い合わせください。入所申
し込みの受け付け開始時期など詳しくは、津市ホー
ムページでもご覧いただけます。
　 津市放課後児童クラブ

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3257
小規模特認校 美杉小学校・美杉中学校

3
TSU NEWS

自然豊かな環境で健やかな学校生活を送りませんか？

放課後児童クラブ（学童保育所）
問い合わせ　教委生涯学習課　　225－7172　　228－4756

児童の放課後をサポートします！

4
TSU NEWS

誠之放課後児童クラブ
成美放課後児童クラブ
子供クラブSAKURA
久居学童クラブぴーす
立成放課後児童クラブ立成げんきっず
桃園放課後児童クラブ
風の丘児童クラブ
栗葉放課後児童クラブ
広域対応型学童保育どんぐりの家いちご組
広域対応型学童保育どんぐりの家りんご組
榊原地区放課後児童クラブばらっこクラブ
上野放課後児童クラブ上野どんぐり会
ゆたか学童クラブ
みらいの森学童クラブ
千里ヶ丘放課後児童クラブひまわり会
椋本地区放課後児童クラブ芸濃KIDS
放課後児童クラブのぞみ
美里さつき保育園じゃがいもクラブ
明合放課後児童クラブさくらんぼクラブ
安濃放課後児童クラブひまわりクラブ
バンビーニこども村学童保育
村主放課後児童クラブすぐりんクラブ
香良洲放課後児童クラブなかよしキッズ
アドバンスキッズくらぶ
一志放課後児童クラブ高岡学童クラブ
家城地区放課後児童会いえキッズくらぶ
川口放課後児童クラブかわぐちの学童
大三放課後児童クラブWAIWAIくらぶ
倭放課後児童クラブみんなの倭

養正地区放課後児童クラブきの子
修成地区放課後児童クラブしいのみ会
南立誠地区放課後児童クラブひまわり会
観音寺地区放課後児童クラブどんぐり会
北立誠地区放課後児童クラブたつの子会
敬和地区放課後児童クラブえのき会
育生地区放課後児童クラブくるみ会
新町地区放課後児童クラブわかば会
藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会
高茶屋地区放課後児童クラブさくら会
キッズクラブ  あいらんど
はなこま放課後児童クラブ
第二はなこま放課後児童クラブ
安東地区放課後児童クラブひだまり
神戸地区放課後児童クラブみどりっ子
櫛形地区放課後児童クラブくしがた会
雲出地区放課後児童クラブASKIDSくらぶ
一身田地区放課後児童クラブつくし会
すばる児童クラブ
とよの放課後児童クラブ
放課後児童クラブあゆみ野
放課後児童クラブいっぽ
白塚地区放課後児童クラブはまっ子会
片田地区放課後児童クラブ青空会
西が丘地区放課後児童クラブ杉の子会
豊が丘地区放課後児童クラブやまもも会
放課後児童クラブ  FUJI KIDS☆
南が丘地区放課後児童クラブたんぽぽクラブ
南が丘学童クラブぴーす
大里地区放課後児童クラブびーだまクラブ

255－2604
255－2006
253－3963
080－5967－7998
255－2502
255－7739
253－7714
252－2001
253－2620
253－1451
202－2831
261－6408
245－1128
245－1128
245－4168
261－6691
265－6700
279－2000
268－5858
268－3639
202－2659
261－5766
292－3111
293－3011
293－6285
262－7313
261－2484
262－7870
090－3442－4930

246－6525
226－6246
226－6247
226－6244
231－2698
226－9620
226－6245
271－8170
228－5606
234－3372
070－8508－1610
238－1617
238－1617
224－1212
224－4327
237－3326
235－3131
232－1521
236－0115
231－1364
232－6111
232－7070
231－1382
237－0939
225－1360
230－2418
273－5290
229－3828
070－4517－7728
070－1634－0310

放課後児童クラブ名放課後児童クラブ名 電話番号電話番号 地域地域

★

★
★

★

★
★
★

★
★
★
★

★

★
★

★
★
★
★
★
★
★

★

★

★

★
★

★

★
★

★

★

津

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

香良洲

一志

白山

小規模特認校制度とは
　小規模な学校で学びたい、学ばせたいという希望
者に、所定の条件の下、従来の通学区域を越えて入
学(転学)を特別に認める制度
入学(転学)の条件
●小規模特認校の趣旨と美杉小・中学校の教育活動
などに賛同すること
●市内に住所があること
●通学は保護者の負担と責任で行うこと　
※同校の学校区は、スクールバスが運行していま
す。最寄りの停留場所から利用できます。

学校見学について
　随時受け付けていますの
で、教委学校教育課、美杉小
学校(Ｔ274－0802)、美杉中
学校(Ｔ272－1191)までお問
い合わせください。
申請の手続き
　来年４月からの入学(転学)
を、１月から教委学校教育課
または教委各教育事務所で受
け付けます。 体育祭

マコモ植え付け

美杉中学校

美杉小学校

★印の付いたクラブでは、児童を保育する支援員(指導員)を募集中



○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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福祉政策課
　229－3283　　229－3334

津市戦没者戦災犠牲者追悼式

防災室
　229－3104　　223－6247

津市総合防災訓練

商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

メンタルヘルス相談

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

2000年安濃町タイムカプセル
収納品をお渡ししています

子育て推進課
　229－3167　　229－3451

保育所等の利用申し込みは
お済みですか

久居総合支所地域振興課
　255－8803　　255－0960

久居誕生350年事業
手づくり甲冑展

津北工事事務所
　253－2272　　253－2273

道路にはみ出した
庭木などの剪定を

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586

お知らせ

子育て推進課
　229－3167　　229－3451

津私立保育園協議会共催
保育士職場復帰セミナー

せんてい

かっちゅう

　10月27日(水)13時30分から津
リージョンプラザお城ホールで開
催を予定していますが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため
一般の人の参列はできません。

　今年度の総合防災訓練は、一志
地域の自主防災組織や消防団、津
市自主防災協議会の皆さんのほ
か、警察・自衛隊などの関係機関
と連携し大型台風の接近による大
規模風水害を想定した訓練を行い
ます。
と　き　11月14日(日)９時～11時
ところ　一志中学校ほか
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、参加機関や人数な
どを限定して行います。

　旧安濃町が平成12年に開催し
た「第１回ふれあい秋まつり」
で、安濃中央総合公園敷地内に埋
設した「2000年安濃町タイムカ
プセル」を昨年、開封しました。
　タイムカプセルに収納されてい
た、当時の安濃町内の園児・児
童・生徒の「ぼくたち、わたした
ちの夢」をテーマとした絵・作文
などの作品を、当時の住所宛てに
お送りしましたが転居等によりお
届けできていないものが多数あり
ます。
　お届けできていない作品など
は、安濃総合支所地域振興課でお
預かりしています。心当たりがあ
る人はご連絡ください。また、お
知り合いの人にもお伝えくださ
い。

　来年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。10月29日(金)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(保育
所、保育を提供する認定こども
園、地域型保育事業)

　庭木の枝葉などが道路にはみ出
していると、歩行者や車両の通行の
妨げになるだけでなく、道路標識や
カーブミラーが見えにくくなったり、
街路灯の照明が遮られたりして、交
通事故を起こす原因になります。
　道路にはみ出した木の枝葉など
は、各家庭・土地所有者で剪定して
ください。

　仕事がうまくいかない、職場の
人間関係で悩んでいるなど、悩み
や不安のある人は、一人で悩まず
気軽にご相談ください。専門の産
業カウンセラーがお答えします。
と　き　①毎月第２金曜日18時
～20時 ②毎月第４水曜日18時
30分～19時30分　※祝・休
日、年末年始を除く
ところ　サン・ワーク津
対　象　市内に在住・在勤の勤労者
定　員　①２人 ②１人(50分程度)

申し込み　前日までに電話で商業
振興労政課へ

　久居藩主の甲冑
を再現したものな
ど、さまざまな手
づくり甲冑を展示
します。精巧に作られた個性豊か
な甲冑をご覧ください。
と　き　11月６日(土)10時～17
時、７日(日)10時～16時
ところ　久居アルスプラザギャラ
リー

と　き　11月26日
(金)９時～12時
ところ　市本庁舎
６階61会議室
内　容　就職相談会(１人30分程
度)
対　象　保育士資格を持っていて、
現在保育士として働いていない人
定　員　20人程度　
申し込み　電話またはファクスで
子育て推進課へ
申込期間　10月25日(月)～11月
22日(月)

イベント

津市ホームページ

「あっぱれな活動」感謝状贈呈式
　甲冑姿の久居藩主に扮した贈
呈者が、地域に元気を与えてく
れる“あっぱれな活動”に感謝状
を贈ります。
と　き　11月７日(日)10時30
分～
ところ　久居アルスプラザエン
トランスロビー

募　　集

ふん



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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環境保全課
　229－3140　　229－3354

初心者向け野鳥観察会

林業振興室
　262－7025　　264－1000

まるごと林業体験

市民税課
　229－3130　　229－3331

市民税課
会計年度任用職員（短期）

資産税課
　229－3132　　229－3331

資産税課
会計年度任用職員（短期）

　自然公園内を
散策して多種多
様な野鳥を観察
します。双眼鏡
の使い方など、
観察の初歩から学べます。
と　き　11月27日(土)10時～12時
ところ　津市リサイクルセンター
内自然公園　※雨天時は室内
対　象　市内に在住の小学生以上
※小学生は保護者同伴
定　員　抽選10人程度
申し込み　電話またはファクスで
環境保全課へ

締め切り　10月26日(火)

任用期間　来年１月11日(火)～３
月31日(木)のうち２カ月程度

勤務時間　８時30分～17時15分
※土・日曜日、祝・休日を除く

業務内容　書類整理、申告相談の
補助など

賃　金　日額6,852円(通勤手当・地
域手当は別途支給、駐車場なし)

定　員　８人程度　※面談の上、
決定

申し込み　直接窓口または電話で
市民税課へ　

申込期間　10月18日(月)～29日(金)
※任用期間、執務場所など詳しく
　は面談時に説明

任用期間　来年１月４日(火)～２
月28日(月)

勤務時間　８時30分～17時15分
※土・日曜日、祝・休日を除く

執務場所　市本庁舎
業務内容　償却資産申告書の受け
付け、データ入力など　※詳し
くは面接時に説明

賃　金　日額6,852円(通勤手当・
地域手当は別途支給、駐車場な
し)

試験内容　パソコンでのデータ入
力試験、面接

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

定　員　２人
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18日(月)～11月
12日(金)

と　き　11月20日
(土)10時～15時

ところ　美里水源
の森

内　容　間伐体験、
ポータブルウインチを使った集
材体験、木工体験

対　象　市内に在住・在勤・在学
の中学生以上　※中高生は保護
者同伴

定　員　抽選20人程度
持ち物　昼食、飲み物、軍手、レ
ジャーシート、健康保険証　　

　※動きやすい服装
申し込み　はがき、またはファクス、
Ｅメールで、住所、参加者全員の氏
名・年齢、電話番号を林業振興室
(〒515－2603 白山町川口892、
　262－7025@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　10月27日(水)必着
※この事業は「みえ森と緑の県民
税市町交付金事業」を活用して
います。

問い合わせ　福祉政策課　　229－3283　　229－3334

　津市の北西部に位置し、野
口・戸島・大塚・荒木・粟加・田端
上野・東観音寺・明合セレクト団
地・試験場団地の９地区で構成
され、敬老会、健康づくり推進

事業、青少年育成事業、幼稚園児との交流、いきい
きサロン、高齢者の見守りなど、さまざまな事業に活
発に取り組んでいる地域です。

　各自治会長や区長の協力の下、特に健康づくり

推進事業については、
当地区ならではの活
動を実施しています。
　前回は参加者を募
り、比叡山延暦寺の
散策など、楽しみな
がら体を動かす活動を実施しました。近年は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により休止の状態ではあ
りますが、また活動できる時期がくれば、地域の皆さ
んに喜んで参加していただけるような催しを実施し
ていきたいと考えています。

　誰もが安心して暮らすことができる福祉の町づく
りのため、各区の特性やニーズに応じた取り組みを
進め、相互理解を深めていければと思います。

「明合地区社会福祉協議会」の紹介

vol.52

明合地区社会福祉協議会
会長  中林 貴雄 さん

どんな活動をしている？

地域の特徴は？

今後の活動への思いは？

Q

Q

Q

以前の活動の様子
(幼稚園児との交流)



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
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環境学習センター
　237－1185　　237－5385

さるぼぼ吊り下げ講習会
人事課
　229－3106　　229－3347

会計年度任用職員の登録募　　集

　古着でかわいいさ
るぼぼ吊り下げを
作ってみませんか。
と　き　①11月21
日 ②11月28日い
ずれも日曜日13
時30分～16時　
※①②は同内容

ところ　環境学習センター(津市
リサイクルセンター２階)

対　象　市内に在住の人
定　員　抽選各８人
費　用　1,000円(材料費を含む)
持ち物　古着、裁縫道具
申し込み　電話またはファクスで
環境学習センターへ　※月曜日
休館

締め切り　11月６日(土)17時
※当選者には11月７日(日)午前に
　電話連絡

　津市では、会
計年度任用職員
としての任用を
希望する人を対
象に、候補者登
録を随時行っています。詳しく
は、津市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
募集職種　事務、保育士、保健師
など

11月
津
メイン

デイ

モーニング

津

デイ

モーニング

ナイター

スタンド

津インクル

■予約方法、使用可能種目、使用料など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）

※利用開始15分前から整理券を配布します。
※場所はメインアリーナ（半面）となります。
※バドミントン、バレーボールのネット張りのみ各自で
　行ってください。

サオリーナ　　223－4655
（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）

バドミントン（８面）

バレーボール（１面）、ソフトバレー（４面）

卓球（24台）

２日㈫、９日㈫、16日㈫、23日（火・祝）、30日㈫

９日㈫
19日㈮

10日㈬、17日㈬、24日㈬

１日㈪

21日㈰、27日㈯

10日㈬、11日㈭、17日㈬、18日㈭、30日㈫

12日㈮、24日㈬、25日㈭

11日㈭、12日㈮、18日㈭、25日㈭

卓球（３台）

卓球（２台） 毎日
（大会等により一般公開を中止する場合があります）

毎日
（大会等により一般公開を中止する場合があります）

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
（18時～21時30分）

香良洲体育館　　292－2498
（９時～12時、13時～17時）

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）

一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

バドミントン、バレー、卓球

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（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
卓球

１日㈪
15日㈪

※ボートレース津の収益は津市の財政に役立てられます。 （発売日程・発売場は変更する場合があります）

GⅢ三交マキシーカップ

児島 浜名湖 ＧⅠ三国周年 ＧⅠ浜名湖周年 ＧⅢ戸田 ＧⅢ尼崎Ｍ

尼崎Ｒ ＧⅢびわこＭ福岡 多摩川 ＧⅢびわこ♡ 常滑 尼崎 常滑 江戸川 ＧⅢ尼崎Ｍ 宮島

江戸川 常滑 尼崎 児島 福岡 児島 びわこ

戸田 常滑

芦屋 鳴門 徳山 芦屋 三国 徳山 鳴門 三国 徳山

徳山 芦屋 唐津

GⅢ三交マキシーカップ 第13回鳥羽一郎杯争奪戦

児島 浜名湖 ＧⅠ三国周年 ＧⅠ浜名湖周年 平和島 ＧⅢ戸田 ＳＧチャレンジカップ（多摩川）ＧⅢ尼崎Ｍ

尼崎Ｒ ＧⅢびわこ♡ 江戸川

児島

芦屋 鳴門 徳山 芦屋 三国 徳山 芦屋 鳴門 三国 徳山

ＧⅢ蒲郡♡ 若松♡ 下関 ＧⅠ丸亀周年 下関 ＧⅢ桐生 大村 丸亀

大村 下関 住之江 丸亀 大村Ｒ 住之江 桐生 蒲郡Ｒ 大村 住之江 若松 下関Ｒ

第13回鳥羽一郎杯争奪戦 ヴィーナスシリーズ第16戦BOATBoyCUP

ヴィーナスシリーズ第16戦BOATBoyCUP

中日スポーツ高虎杯争奪戦

中日スポーツ高虎杯争奪戦

休
館
日

ＳＧ
多摩川

ＧⅢ
びわこＭ

ＧⅠ
三国周年

ＧⅢ
びわこＭ

ＳＧチャレンジカップ
（多摩川）

302928272625242322212019181716151413121110987654321
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火月
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　平成19年12月、認知症高齢者がトイレを探
して近くの線路に迷い込み、列車にはねられて
亡くなる事故がありました。これを受け、鉄道
会社は家族に対し損害賠償を求めて訴訟を起こ
しました。自宅で介護をしてきた家族の賠償責
任の有無を争点としたこの裁判は、当時、世間
から多くの注目を集めました。それまで、病気
などで責任能力のない人が他人に損害を与えた
場合は、家族が弁済するものと考えられていた
からです。１審と２審では家族の賠償責任を認
める判決が出されましたが、平成28年、最高裁
で家族の責任は問わないという判決が出され、
裁判は決着しました。もちろん、この最高裁の
判決が、高齢者による事故の全てに当てはまる
ものではありません。
　私はこの事故のことを知ってから、自分の両
親と高齢者の問題を結び付けて考えるようにな
りました。現在、両親は元気ですが、もしもの
時は仕事を続けながらも、親の介護をしたいと
いう思いがあります。しかし、現実にはその両
立は難しいのではないかとも思います。そうな
ると、親の介護のために仕事を辞めるか、仕事
のために親の介護を諦めるかという選択肢しか
残されていないのでしょうか。こうした問題は
誰の人生にも起こり得ることだと思います。そ
れなのに、個人的な問題とみなされ、一部の人
たちだけが悩んだり考えたりしなければならな
いのでしょうか。
　内閣府がまとめた令和３年版高齢社会白書に
よると、総人口に占める65歳以上の割合、いわ
ゆる高齢化率は令和２(2020)年10月１日時点
28.8％で、今後も上昇を続け令和18(2036)年

に33.3%で３人に１人、令和47(2065)年には
38.4%に達し約2.6人に１人になると推計され
ています。また、75歳以上の割合は、令和47
年には25.5%となり約3.9人に１人になると推
計されています。この問題を社会全体で考えて
いかなければ、加齢により介護が必要とされる
高齢者とその家族は心身ともに疲弊してしま
い、地域で自分らしく生きることはできなくな
るのではないでしょうか。
　今年６月、群馬県館林市の高校生３人が道に
迷った高齢者の保護に貢献したというニュース
がありました。自転車に乗った高齢者に道を尋
ねられ、一度はその場を離れたものの様子が気
になり、２㎞追い掛けて保護につなげたという
ものです。
　この例のように、高齢者を気に掛けていこ
う、見守っていこうという意識が育まれ、それ
を広めていくことができれば、いくつになって
も誰もが自分らしく生きる社会を実現すること
ができるのではないでしょうか。まずは自分か
ら、高齢者の問題について考えていきたいと思
います。

(30代・男性)

高齢者とともに生きる社会

　新型コロナウイルス感染症の感染者やその家
族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な
扱いを受けることのないように、今年２月に新
型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律が施行されました。
　私たち一人一人が自分自身を見つめ直し、自
らの行動につなげることで偏見や差別のない社
会をつくっていきましょう。

人権　 豆知識
・

・

・

・



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・・・・・・・・・・・・・・

市民の動き
８月分

（2021年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

　市内に在住・在勤・在学の人
　①④⑤…津市スポーツ協会(メッ
セウイング・みえ１階)などにあ

る申込用紙(同協会ホームページか
らダウンロードも可)を同協会へ、
②③…各競技団体へ申し込み
※競技団体の申し込み先・方法の
ほか詳細については、津市スポー

ツ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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と　き 内　容

イベント 募　　集

10件（64件）
4件（20件）

1,395件（9,672件）
609件（5,193件）

0人（2人）
42人（434人）

127,227世帯
（前月比46世帯減）

274,741人
（前月比138人減）

133,522人
141,219人

10月24日㈰～11月３
日（水・祝）９時～17時
※３日は16時まで

美術展（日本画、
洋画、写真、書道）

10月30日㈯９時～17
時、31日㈰９時～16
時

生け花展

10月30日㈯９時～17
時、31日㈰９時～15
時

盆栽・山野草展示
即売会

10月30日㈯９時～16
時

茶会（デモンスト
レーション)

11月３日（水・祝）９時30
分～15時30分 邦楽発表会

12月４日㈯ 安濃中央総合公園内
体育館 18歳以上（高校生不可） 20チームバレーボール

（一般女子の部）①

久居地域文化祭

　久居アルスプラザ　
　同文化祭実行委員会事務局(　
256－5446)

津市民文化祭参加事業文化講演会
三重大学シリーズ～？「発見塾」～
　11月13日(土)
13時30分～15時
　津リージョンプ
ラザ１階中央保健
センター待合ホー
ル　　宮﨑多惠子
さん(三重大学生物資源学研究科
准教授)による講演「うおの目と
イカの目の話～魚が見ているカラ
フルな世界、イカが見ているモノ
クロの世界～」　　50人程度
　津文化協会担当(　090－1236－
1144)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　10月28日(木)
19時～21時　
　アスト津３階
　不登校で悩ん
でいる保護者を
中心とした集まり　※誰でも参加
できます。　　200円
　同会担当(　090－4185－1514)

津市発達障害者自助会
～にじいろつぅ～
　発達障がいの当事者、家族、支
援者などで集まって悩みを相談し
合ったり、情報交換したりしませ
んか。
　毎月最終土曜日13時～15時　
　アストプラザ　　10人
　電話またはＥメールで、にじいろ
つぅ担当(　050－3743－2482、　
tsushihattatsu@yahoo.co.jp)へ

映画で考える
「LGBTQ／ダイバーシティの世界」
　11月３日(水・祝)①９時30分
～12時 ②13時30分～16時　　
津リージョンプラザお城ホール　
　映画「ハーヴェイ・ミルク」の
上映　※②では吉田幸代さんによ
る講演「レスリングから見えるも
の」もあり　　各300人　　500
円　※託児500円
　10月27日(水)までに津アイリ
ス担当(　090－2929－9669)へ

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

10月20日㈬～11月19日㈮

11月13日㈯
10：00～12：00

海浜公園内陸上競技
場 ４歳～中学生 60人ラグビーフットボール②

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

当日受け付け

11月23日（火・祝）
９：00～12：00

高田高校第三体育館
（一身田町） 小学生以上 50人なぎなた③ 11月４日㈭～12日㈮

12月５日㈰
10：00～12：00

海浜公園内陸上競技
場 ５歳～小学２年生 100人サッカー

（Ｕ８の部）④
11月１日㈪～19日㈮

12月５日㈰
13：30～16：00

海浜公園内陸上競技
場 35歳以上 40人サッカー

（アクティブシニアの部）⑤
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とき（11月） ところ
アスト津４階
会議室４

２日㈫13時30
分～15時30分

芸濃福祉センター１階
相談室１

４日㈭９時30
分～11時30分

市河芸庁舎１階
相談室１

５日㈮
９時～12時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

８日㈪13時30
分～15時30分

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

15日㈪13時30
分～15時30分

市一志庁舎２階
会議室１

19日㈮９時30
分～11時30分

安濃中央公民館
研修室３

19日㈮13時30
分～15時30分

とき（11月） ところ

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

１日㈪９時30
分～11時30分

芸濃福祉センター１階
相談室１

４日㈭９時30
分～11時30分

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

18日㈭13時～
16時（受け付け
は15時まで）

無料相談

人生100年時代のマイ・
エンディング

講演内容 講　師
藤川哲さん（ファイ
ナンシャル・プラン
ナー）

キャリアは十人十色！
人生100年時代を生きる
若者の「働く」を考える

嶋田衣余さん（ファ
イナンシャル・プラ
ンナー)

星と語ろう③
　11月27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)　　木星、土星、
月、秋の星座の観察(悪天候のと
きは天文工作)　　市内に在住の小
学生と保護者　　　15組　　600
円／組(３人まで、１人増えるご
とに300円追加)
　10月22日(金)～11月11日(木)
８時30分～17時に直接窓口または
電話で同センター(　228－4025)
へ　※窓口優先

第１回TFBA杯 津市民ファミリー
バドミントン大会
　11月21日(日)９時～16時　　
河芸体育館　　小学４年生以上　
※小学生は保護者同伴　　24チー
ム　※１チーム４～６人　　4,000
円／チーム(保険料を含む)　※津
市ファミリーバドミントン協会会
員は2,000円
　10月25日(月)～11月12日(金)
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市
ファミリーバドミントン協会事務
局(〒514－2221 高野尾町5010
大江宛、　230－8031)へ
　同事務局担当(　090－2911－
7985)

第63回グラウンドゴルフ大会
　10月26日(火)８時15分～14時 
※雨天時は10月29日(金)　　久居
スポーツ公園ゲートボール場ほか　
　６～８人のグループに分かれて２
ラウンド　　192人　　400円／人
　10月23日(土)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、ファ
クスでひさい総合型地域スポー
ツ・レクリエーションクラブ
FAN・fun事務局(　253－4322)へ
　同事務局(　253－4322)

ソフトボール第３種公認審判員
講習会
　12月12日(日)９時～16時　　河
芸公民館、河芸グラウンド　　中

学生以上　　40人　　2,500円(中
高生は無料)　※別途認定料2,000
円(中高生は1,000円)が必要
　12月１日(水)までに津市ソフト
ボール協会事務局担当(　090－
3568－3868)へ

ＦＰの日Ⓡ三重ＦＰフォーラム
2021 in 津
　11月13日(土)10時30分～15時
30分　　県総合文化センター(一
身田上津部田)

　11月７日(日)までに日本ＦＰ協
会三重支部ホームページから
※無料個別相談会も開催、詳しく
は同支部(　221－5177)へお問い
合わせください。

一身田みんなの笑顔の写真展
　一身田とつながりの
ある人の写真や、一身
田で撮影した笑顔の写
真であれば誰でも応募
できます。写真は来年１月５日
(水)～31日(月)に一身田寺内町の
館で展示します。
　11月30日(火)までに直接窓口ま
たは郵送、Eメールで一身田寺内町
の館(〒514－0114 一身田町758、
　jinaicho-yakata@outlook.jp)
へ　※インスタグラム「＃一身田
みんなの笑顔の写真展2021年度」
で投稿も可
　一身田寺内町の館(　233－6666)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　①11月10日 ②11月17日いず
れも水曜日13時～15時　　①同
センター作業室(三重町津興) ②久
居総合福祉会館　　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)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
　11月11日(木)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)
　11月５日(金)17時までに男女
共同参画室(　229－3103)へ

11月の行政相談・市政相談
　行政相談員(市政相談員)が国や
市などの行政に関する意見等を受
け付けます。

　三重行政監視行政相談センター
(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・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)
※電話相談　0570－003－110、　
0120－007－110(子ども相談)、　
0570－070－810(女性相談)
　同課(　228－4193)
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津法律事務所 

相談料０円
夜間・土日祝相談可（要予約）

交通事故・後遺障害・過払い金・借金・相続・遺言・離婚・企業法務・労災・障害年金 他

津市羽所町345
津駅前第一ビル5F津駅0.5分

※主たる事務所は愛知県弁護士会所属 ※費用には例外や変更もありますので，詳しくはホームページをご覧ください ※本広告は令和3年9月時点のものです

三  重
弁護士会＜　　　　　＞

交通事故被害・後遺障害
過払い金・借金・相続・遺言
労災以外は初回30分程度（ 　　  　）

所属弁護士40名以上!!

他の
事務所

総
合
受
付0120-41-24030120-41-2403

よい に し おさん

詳細は ⇒ http://kokoro.law

平日9時～21時・土日祝9時～18時受付
12/31～1/3は除く。大型連休中の休業や臨時
休業もございます。詳細はHPをご覧ください（　 　　　　　　　　　　 　　）

交通事故
損害賠償額

後遺障害
適正等級・ 遺 言 書

無料診断サービス 無料診断サービス
障害年金
無料診断サービス

過払い金
無料診断サービス

松阪駅・名古屋駅・岐阜駅・東京駅近く 他

広告

津駅開業１３０周年 

　津の表玄関である津駅は、明治24(1891)年11
月３日に開業しました。今回は、今年で130年目
を迎える津駅と鉄道に関する歴史を紹介します。
　津へ鉄道敷設を初めて行ったのは、明治21年に
設立された関西鉄道株式会社でした。四日市に本
社を置いていた関西鉄道は、まず明治23年に四日
市駅から草津駅(滋賀県)までを開通させました。
翌年８月には、その支線として亀山駅から一身田
駅までを、さらに11月に一身田駅から津駅までを
開通させました。当時、列車は１日６往復、利用
客は200人ほどだったといわれています。
　また、津駅から南へは、明治23年に伊勢神宮へ
の参拝客や貨物の輸送を目的に設立された参宮鉄
道株式会社が、明治26年12月に津駅から宮川駅
(伊勢市)までを開通させました。この際、津には
阿漕駅と高茶屋駅が設置され、明治30年11月には
山田駅(現在の伊勢市駅)まで延長されています。
その後、鉄道国有法により、明治40年10月に関西
鉄道と参宮鉄道は国有鉄道となり、亀山駅から山

田駅までは国有鉄道の参宮線として一本化されま
した。
　昭和７(1932)年４月には、後の近畿日本鉄道で
ある参宮急行鉄道が津駅に乗り入れるようにな
り、複数の鉄道会社の共同使用駅として多くの乗
客でにぎわいました。現在はＪＲ東海、近畿日本
鉄道、伊勢鉄道の３つの鉄道会社が乗り入れてい
ます。
　津駅の駅舎は開業時は木造でしたが、昭和12年
10月に格子状の盛り上がった模様が特徴のなまこ
壁の駅舎に改装され、その後、昭和48年に建て替
えられました。
　津駅開業130周年記念として、来月、津駅前観
光案内所で昔の津駅前の写真展が行われます。こ
の機会に津駅の今昔をご覧になってはいかがで
しょうか。

「津駅開業130周年」写真展
と　き　11月３日(水・祝)10時～18時
ところ　アスト津１階津駅前観光案内所
問い合わせ　津市観光協会(　246－9020)

津
亀 山

草 津

四日市

下 庄 一身田 阿 漕
高茶屋

六 軒
松 阪

徳 和

相 可
田 丸

宮 川
山 田

筋向橋
(現在の山田上口駅)

(現在の伊勢市駅)

(現在の多気駅)

明治30年ごろの路線図

昭和40年代の津駅

昭和初期の津駅



催し物のご案内

折り込み紙
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催し 物 の ご 案 内催し 物 の ご 案 内
■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
更となる場合がありますのでご了承ください。チケットの発売
日や販売方法、販売状況などの詳細については、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。
～令和３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
更となる場合がありますのでご了承ください。チケットの発売
日や販売方法、販売状況などの詳細については、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。
～令和３年10月16日発行～

津リージョンプラザ
アストプラザ
久居アルスプラザ
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
　253－4161
　245－2222
　265－6000
　279－8111
　268－5811
　292－3113
　293－5611
　262－5893
　272－8080

月

2021

11

入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日
■津リージョンプラザ　お城ホール

ホ　ー　ル　等

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載イベント等は中止または延期の可能性があります。
参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。

水・祝3 映画で考える「ＬＧＢＴＱ／ダイバー
シティの世界」

①９:30
②13:30

①12:00
②16:00

500円
(要事前申し込み・
託児500円)

津アイリス
　090－2929－9669(柏木)

土6 ダンスフェスティバル
①12:30
②14:00
(予定)

①13:30
②15:00
(予定)

無　料
(要事前申し込み)

ケークリエイション
　090－7313－9853(前山)

土13 第15回市民白バラ講演会 13:15 15:00 無　料
(要事前申し込み)

市選挙管理委員会事務局
　229－3236

日21 Anniversary 30th Demain
～The Piano～ 15:30 17:30 一般2,000円

学生1,000円
Demainの会
　224－0198(兼重)

土27 令和３年度 津市男女共同参画フォーラム
「わあむ津」 12:50 15:15 無　料

(要整理券)
市男女共同参画室
　229－3103

日14 中井智弥 箏・二十五絃箏リサイタル
2021 三重公演～光の花～ 17:00 19:00

前売り　一般3,500円
学生1,000円

当日　一般4,000円
学生1,000円

ジャパトラ
　03－6785－1660

入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日
■アストプラザ　アストホール

日14 自殺防止講演会
テーマ「いのちを大切に」 講師　桂文我 14:00 15:30 無　料

(要事前申し込み・先着順)
三重いのちの電話協会
　213－3975

入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日
■久居アルスプラザ　ときの風ホール

水・祝3 久居地域文化祭(邦楽発表会) ９:30 15:30 無　料 　256－5446(高橋)

日7 ナオピオ オ コオラウ イアパナ スズカ
フラダンス発表会 12:30 16:30 1,500円 　090－7808－6934(花井)

土13 愛芸MIE特別祈念演奏会
「祈り そしてその先へ」

日14
年齢や障がいを越えて楽しめるバリアフ
リーコンサート
「ザ・デュオ」二台ピアノは踊る！

14:00 16:00

14:00 15:00

一般2,000円
高校生以下1,000円

愛知県立芸大同窓会三重支部
　080－6955－4624(森本)

土20 2021ジョイントフェスティバル
「らふぃゆ れふぃゆ」 14:00 15:00

全席指定
一般：大人1,500円
子ども1,000円
セット2,300円

一般1,800円
中学生以下800円
障がい者割引を
利用の人800円

日21 きかんしゃトーマス クリスマスコンサート
～ソドー島のメリークリスマス～

①11:00
②13:30
③16:00

①12:00
②14:30
③17:00

全席指定
3,050円

久居アルスプラザ サービスセンター
　253－4161



催し物のご案内
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入場料 問い合わせところ催し物と　き

■久居アルスプラザ　アートスペース

展 示 施 設 等

27日(土)
11:00～16:00

令和３年度 津市男女共同参画
フォーラム「わあむ津」 無料 市男女共同参画室

　229－3103
生活文化情報センター
（展示室）・ギャラリー

14日(日)
10:00～12:00

薬を知る講座
骨粗しょう症の治療薬 無料 津薬剤師会

　255－4387
生活文化情報センター
（展示室）

入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

月8 カルチャーBOX2021 おやこで！ダンス 18:30 19:15 1,500円
(要事前申し込み)

久居アルスプラザ サービスセンター
　253－4161

水10 尺八奏者 竹内洋司コンサート 18:30 20:30 一般2,500円
小中学生1,000円 　090－5622－1698(町野)

月22 カルチャーBOX2021 キッズダンス 18:30 19:30 2,000円
(要事前申し込み)

久居アルスプラザ サービスセンター
　253－4161

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール
入場料 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

日28
SK feel Ballet版 ジゼル全幕公演 13:00 15:00 前売り2,000円

当日2,200円 SK feel Ballet
　090－7303－7856(中尾)

SK feel Ballet 第１回発表会 16:30 18:30 無　料

金5 カルチャーBOX2021
リーディング劇を体験しよう 18:30 21:00 1,000円

(要事前申し込み)
久居アルスプラザ サービスセンター
　253－4161

■津リージョンプラザ

入場料 問い合わせところ催し物と　き

23日(火・祝)～28日(日)10:00～
18:00(28日は16:00まで)

全国公募写真展
“視点”三重展 200円 日本リアリズム写真集団三重支部

　0596－63－8338(中西)ギャラリー１・２

９日(火)～14日(日)10:00～
16:00(14日は12:00まで)

ふれあい長寿 津
「趣味の作品展」 無料 ふれあい長寿 津

　090－2136－5687(一見)ギャラリー１・２

■アストプラザ　ギャラリー

入場料 問い合わせところ催し物と　き

６日(土)10:00～17:00、
７日(日)10:00～16:00

久居誕生350年事業
手づくり甲冑展with高通公入府記念
「あっぱれ！久居」展示会

無料
久居誕生350年事業実行委員会事務局
(市久居総合支所地域振興課内)
　255－8803

ギャラリー

11日(木)～14日(日)10:00～
17:00(11日は13:00から、14
日は16:00まで)

西陣美術織 伊藤若冲展 無料 西陣美術織全国巡回展実行委員会
　072－808－2223ギャラリー

15日(月)～20日(土)９:30～
17:00(15日は13:00から、20
日は16:00まで)

第21回Ｓかるご展 無料 　256－1636(月輪)ギャラリー

■久居アルスプラザ

　ミュージカルに挑戦しませんか。
　演技・歌・ダンスを学び、最終日には発表会を
行います。
と　き　来年１月14日(金)18時～20時30分、
15日(土)・16日(日)10時～15時

　※15日・16日は昼休憩あり
　※16日は16時から発表会あり
ところ　ときの風ホール、アートスペース

講　師　鳴海康平さん(「第七劇場」代表)
対　象　小学４年生～高校生
定　員　先着30人
費　用　2,500円
申し込み　11月６日(土)８時30分から電話で久
居アルスプラザへ。10時からは直接同プラザ
窓口でも受け付け

問い合わせ　久居アルスプラザ サービスセンター　　253－4161

ミュージカルワークショップ（全３回）久居アルスプラザ イベント情報
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令和３年10月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3346

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

離乳食教室
　栄養士が離乳食の作り方の工夫やポイント、とり
わけ食などについて紹介します。

定　員　先着各15人程度　※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22日(金)から各保健センターへ

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

15日㈪
10 ： 00～
11 ： 00

芸　濃離乳食教室
(初期)

離乳食教室
(後期) 17日㈬

10 ： 00～
11 ： 00

久　居

22日㈪
10 ： 00～
11 ： 00

中　央

受診可能な医療機関のご案内
（24時間年中無休）

三重県救急医療情報センター
コールセンター　　229－1199
救急医療情報医療ネットみえ
　PC版・スマートフォン版  https://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話版  https://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

応急措置方法のご案内、
医療相談・健康相談など

（24時間年中無休、通話料・相談料は無料）

医師や看護師など専門スタッフが、相談にお答えします。

津市救急・健康相談ダイヤル24
　  0120－840－299

健康相談、栄養相談
　保健師、栄養士が健康や栄養に関する相談などを
お受けします。

対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　10月26日(火)から各保健センターへ
※保健センターでは、上記日程以外にも予約による
健康相談を随時実施しています。希望する人は最
寄りの保健センターへお問い合わせください。

中　央

久　居

30日㈫13：30～15：00

８日㈪９：30～11：00

ところ（保健センター名） とき（11月）

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。

定　員　先着各１人
申し込み　10月26日(火)から各保健センターへ

中　央

久　居

22日㈪14：00～、15：00～、16：00～

11日㈭14：00～、15：00～

ところ（保健センター名） とき（11月）

妊産婦教室
ところ

（保健センター名）
とき

（11月） 対　象内容など教室名

多 胎 児
妊産婦と
その家族

おおむね
10 代 の
妊産婦と
その家族
妊 婦 と
そ の 夫
（パート
ナー）

９日㈫
10 ： 00～
12 ： 00

中　央さくらんぼ
教室

たんぽぽ
くらぶ

マタニティー
倶楽部

赤ちゃんを迎え
る準備について
先輩ママに聞い
てみよう
妊娠中・育児中
に気を付けてほ
しいこと、仲間
づくり
妊娠中から心掛
けること、出産
について考えて
みよう（助産師）

16日㈫
10 ： 00～
11 ： 45

中　央

24日㈬
10 ： 00～
11 ： 45

久　居

定　員　先着各15人程度　※初めての人優先
申し込み　10月20日(水)から各保健センターへ
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・ごはん　　　300g
・鮭の水煮缶　60g
・まいたけ　　30g
・しめじ　　　30g
・しいたけ　　30g
・ごま油　　大さじ１（12g）
・酒　　　　大さじ２（30g）
・しょうゆ　小さじ1/3（２g）

10月は「乳がん月間」です

目で見てチェック
□　乳房の変形・左右差　　□　皮膚のえくぼ・ひきつれ
□　発赤・ただれ・むくみ　□　出血・異常な分泌液

触ってチェック
□　しこり　　□　リンパ節の腫れ

脇のほうから内側に

腕を上げたり
下げたりして

　乳がんは女性がかかるがんの中で最も多く、30代から増え始めます。
　乳がんは唯一自分で見つけることができるがんです。月に１回のセルフチェック(自己触診)と２年に
１回のがん検診を習慣にして、乳がんから命を守りましょう。
乳がんセルフチェックの方法
　月経が終わって、１週間以内の乳房の柔らかい時に。閉経後の人は月１回、日を決めて行いましょう。

内側から脇のほうに

対　象　津市に住民登録があり、以下のいずれかを
満たす人

・接種当日に65歳以上の人
・接種当日に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る免疫機能
に障がいがあり、日常生活が極度に制限される人
(罹患すると重症化の恐れがあるため、ワクチンに
よる予防が望ましい)　※かかりつけ医に要相談

接種期間　10月15日(金)～来年１月31日(月)
接種回数　１回
接種場所　県内の協力医療機関
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　本人確認書類(保険証など)、健康手
帳(各保健センターで交付)

高齢者の皆さんへ
季節性インフルエンザ予防接種が始まります！

りかん

津市母子保健推進員(つぼみん)とは？
　乳幼児や妊婦の家庭を訪問して、津市の母子保健制
度の説明や妊娠中の心配事、育児の相談に応じるボラ
ンティアです。また、保健センターの各教室への協力
や、親子で集うひろばの実施など、子育て中の親子を
応援するために活動しています。
　津市が定期的に開催する研修を受けて津市母子保健
推進員になりませんか。

　鮭の水煮缶は骨まで食べられる
のでカルシウムをとりたい成長期のお子さん、骨
粗しょう症が気になる人に特におすすめです！

鮭ときのこのごはん

材料（２人分）

作り方

津市母子保健推進員
（愛称：つぼみん）を募集

①　まいたけ、しめじをほぐす。しいたけは薄切りにする。
②　ごま油をひいたフライパンに①と一口大にほぐした鮭の
水煮缶を汁ごと入れて酒としょうゆをふり入れ、汁がな
くなるまで炒める。

③　炊き上がったごはんに②といりごまを混ぜる。
④　③に小口切りにした青ねぎを散らす。子育てひろば「一志エンジェル」 のびのび身体測定

津市食生活改善推進協議会からカルシウムたっぷり混ぜごはんレシピの紹介

・いりごま　４g
・青ねぎ　　５g
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・11月７日(日)…アニメ「おしりたんてい① プ
プッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！」
(60分)

・11月21日(日)…アニメ「世界名作劇場 赤毛のア
ン」(90分)

と　き　いずれも14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各30人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229－3321)

　毎年恒例の人形劇、今年も「人形劇団どむなら
ん」による公演です。親子や家族そろってお楽しみ
ください。
と　き　11月13日(土)
　第１部…10時30分～11時30分
　第２部…14時～15時
　※第１部と第２部は同じ内容
ところ　津図書館２階視聴覚室
演　目　「ブヒブヒのおつかい」「あそぼ！あそぼ！」
定　員　先着各30人
申し込み　10月25日(月)
　から津図書館１階カウ
　ンターで入場整理券を
　配付
問い合わせ　同図書館(　
　229－3321)

　初代藩主高通公とその家臣藤堂源助についての講
座を開催します。
と　き　11月28日(日)13時30分～15時
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
講　師　今井博さん(久居ふるさと郷土会)
定　員　先着15人
申し込み　10月25日(月)９時から直接窓口または
電話で同文学館へ

問い合わせ　同文学館(　254－0011)

　優しい心や知的好奇心などを育む絵本の紹介と共
に、目からうろこの最新子育て講座に参加してみま
せんか。
と　き　①12月４日 ②12月11日いずれも土曜日
10時30分～12時(全２回)
ところ　津図書館２階視聴覚室
内　容　①男の子の育て方、女の子の育て方 ②子
どもが求める母性と父性とは
講　師　平野里枝さん(日本赤ちゃん学会会員)
定　員　先着15人
申し込み　11月５日(金)９時から直接窓口または電
話で同図書館へ
託　児　生後６カ月から就学前までの子どもの託児
を８人まで行います(子ども１人につき300円)。
希望する人は受講と同時に申し込んでください。
問い合わせ　同図書館(　229－3321)

　美里図書館では、図書館資料を有効活用するた
め、市内に在住・在勤・在学の人に除籍した資料を
無償でお譲りします。
※リサイクル本がなくなり次第終了します。
※リサイクル本の検索、予約などはできません。
※持ち帰り用の袋などを必ずお持ちください。
※感染症の拡大防止のため、従来のリサイクルフェ
アよりも規模を縮小して開催します。
と　き　10月30日(土)９時～15時
ところ　美里図書館前通路(美里文化センター内)
冊　数　１人10冊以内
問い合わせ　同図書館(　279－8122)

　津市図書館では、古文書など郷土資料をより幅広
く市民の皆さんに閲覧していただけるように、所蔵
している資料のデータベース化を進めています。
　津市図書館ホームページからアクセスして、書名
や年代、分類などの基本的なデータのほか、一部は
画像のデータを閲覧することもできます。

令和３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

2021月刊

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料) ●子育て絵本講座(無料)●子育て絵本講座(無料)

●リサイクルのお知らせ●リサイクルのお知らせ

●古文書などのデータベース化について●古文書などのデータベース化について

●人形劇大会(無料)●人形劇大会(無料)

●久居藩入府350年記念講座
　「高通公と藤堂源助」(無料)
●久居藩入府350年記念講座
　「高通公と藤堂源助」(無料)

津市図書館 古文書

たかみち
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11月のおはなし会など11月のおはなし会など

津図書館

久居ふるさと
文学館

河芸図書館

芸濃図書館

おはなし会
(絵本、紙芝居など) ４日・11日・18日いずれも(木)15時15分～

図書館職員
小さなおともだちのおはなし会
(赤ちゃん向け) ４日・18日いずれも(木)14時15分～

おはなし会
(絵本、素語り、パネルシアターなど) ６日・20日いずれも(土)15時～ かたつむり

かたつむり

どんぐり

かたつむりおはなしであそぼう！
(絵本の世界を身近な遊びを通して体験)

ひなたぼっこ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) 13日(土)11時～

図書館職員とボランティアおはなし会012
(赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など) ５日(金)11時～

一志図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき
図書館

うぐいす
図書館

内容など と　き 語り手

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) ①６日②20日③27日いずれも(土)15時～

13日(土)15時～

①マザーグース②おはなし
のたね③ききゅう船

おはなしの泉
(親子で絵本の楽しさを体感) ８日(月)10時30分～

17日(水)15時～ わらべおはなしの森
(年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)

18日(木)10時～

ラッコの会

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)
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) 24日(水)11時～

ブックトーク
(テーマに合わせた本の紹介) 27日(土)15時～

楽しいおはなしの時間スペシャル
(絵本、紙芝居など)

21日(日)11時～
※１階児童閲覧室絵本コーナーで開催

こんぺいとうおはなし会
(絵本、紙芝居など) 13日・27日いずれも(土)11時～

フレンズ＊ポコ座おはなし会
(絵本、紙芝居など)

７日(日)10時30分～
※美里文化センター２階で開催

なり☆プロおはなし会
(絵本、紙芝居など)

11日(木)15時～
※美里文化センター２階で開催

やまびこ会おはなし会
(絵本、紙芝居など) 27日(土)10時30分～

図書館職員おはなし会
(絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊びなど)

11日(木)10時30分～
※香良洲浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

図書館職員とボランティア

図書館職員とボランティア

小さい子向きおはなし会
(絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び) ４日・18日いずれも(木)11時～

あをの会大人のための読み語り
(絵本や児童書の読み語り) 15日(月)15時～

とことめっこのおはなし会
(絵本、紙芝居、わらべ歌など) 27日(土)15時～

図書館職員おはなし会
(絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

３日(水・祝)・10日(水)・17日(水)・24日(水)
15時～

よみっこ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) ６日(土)15時～

外国語指導助手えいごであそぼ！
(洋書絵本のおはなし会) 21日(日)11時～

11月 図書館カレンダー11月 図書館カレンダー は、休館日

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

日

7
14
21
28

水
3
10
17
24

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

月
1
8
15
22
29

火
2
9
16
23
30

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

河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時
美里図書館
(　279-8122)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時
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