
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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20:00~20:30
阿漕浦海岸沖南方(御殿場海岸からも観覧できます)

7  30 土
※荒天の場合は最長   　　　まで順延月8  1 

YouTube

Instagram

安心みえる
LINE

津市観光協会

2

※ボートレース津本場開催日のみ津駅 ・津新町駅 から無料のサービスバスが運行中

７月15日(金)10時から、予約専用ホームページで
ご予約下さい。

ボートレース津70周年記念

一般：1200円　中高校生：800円　３歳以上：600円
※２歳以下は入場無料　※障がい者手帳の提示で、本人と付き添い１人まで入場無料
※ボートレース津のレース開催日は、入場料金 100 円が別途必要となります。
　ただし、チームラボ展にて、100 円引きとさせていただきます。

9:00~16:50~
ボートレース津 ツッキードーム

7  30 土 8  31 水

ツッキーファミリー

ボートレース津ＰＲキャラクター

本イベントは完全入れ替え制で、体験時間は１回70分間です。

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地©チームラボ

津花火大会
YouTube

津花火大会
Instagram
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問い合わせ　健康づくり課　t229-3310　f229-3346

　夏季に入り気温の高い日が続き、熱中症になる危険が高まっています。特に高齢者や子どもは体温の
調整が十分にできないため注意が必要です。熱中症について正しい知識を身に付け、日頃の生活や体調
の変化に気を付けましょう。

マスクの着用により、熱中症のリスクが高まります

熱中症予防＆感染症対策のポイント

●外出する際は涼しい服装で、日
傘や帽子を活用しましょう。ま
た、気温や湿度の高い日は無理
な節約はせず、エアコンや扇風
機を使いましょう。感染予防対
策のため、エアコンの稼働中も、定期的に換気しま
しょう。
●車内での熱中症対策も重要です。炎天下の中、車に
直射日光が当たり続けると、車内の温度は急速に上
昇します。車に乗る時はエアコンなどを使用しま
しょう。
●複数人で車に乗る場合はマスクを着用し前後に座る
など距離をとりましょう。さらに、車の窓を開けて
換気をすること、外気導入をして空気を入れ替える
ことも大切です。

●１日当たり1.2リットルを目安に水
分補給をしましょう。喉が渇いてい
なくても「１～２時間ごとにコップ
１杯の水を飲む」「起床後や入浴前
後はまず水分補給をする」というように意識するこ
とが大切です。大量に汗をかいた時は塩分補給も忘
れずに行ってください。

●十分な休息と睡眠をとりましょう。
１日３食、バランスの取れた食事を
することも大切です。
●体調の変化にいち早く気付くため、
日ごろから検温や健康チェックをしましょう。体調
が悪い時は無理せず自宅で休むことも大切です。

暑さを避ける こまめに水分補給をする

日ごろから体調管理をする

　武田社ワクチン(ノババックス)が、新型コロナウイルス感染症に対する予防接種に使
用できるワクチンとして承認されました。組み換えタンパクワクチンと呼ばれる種類
のワクチンで、18歳以上の全ての人を対象に、１～３回目接種で用いられます。

初回接種(１・２回目)…原則20日の間隔をお
いて２回接種
追加接種(３回目)…２回目接種後６カ月以上
の間隔をおいて接種　※初回接種で用いた
ワクチンの種類にかかわらず使用可能

感染症対策をしながら熱中症を予防！

接種場所・予約方法　
・接種協力医療機関…各医療機関で予約
・三重県新型コロナワクチン接種センター
　…みえ新型コロナウイルスワクチン接種
ホットライン(t224ー2825)へ

問い合わせ　新型コロナウイルスワクチン接種推進室　t229-3353　f229-3346

接種協力
医療機関一覧

　感染予防にかかせないマスクですが、気温・湿度が高い環境下で着用すると、マスクの
中に熱がこもりやすくなります。マスク着用時は、負荷の強い作業や運動は避け、小まめに
水分補給をしましょう。屋外では、人との距離(２ｍ以上を目安)が確保できる場合は、マス
クを着用する必要はありません。また十分な距離がとれない場合でも、会話をほとんど行
わない時は、熱中症予防のためにマスクを外すようにしましょう。



7

申請は不要です

７月28日(木)に案内通知を送付します
・受給を拒否する場合のみ、届出書を提出してく
　ださい

子育て家庭物価
高騰対策支援金

子育て家庭の皆さんへ ～申請が必要？不要？～

令和４年５月分の児童手当
(公務員を除く)・児童扶養
手当の受給者
・令和４年５月以降に受給者の変更
　があった場合は変更後の受給者

津市から支給する児童手
当・児童扶養手当の対象と
ならない児童のみの養育者

公務員・その他上記に当て
はまらない人

申請が必要です

18
歳
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

※

※平成16年４月２日から令和４年６月１日までの間に生まれ、令和４年６月１日時点で津市に住民登録のある児童。婚姻している児童は対象外

1
TSU NEWS

問い合わせ　子育て家庭物価高騰対策支援金窓口　t229－3286　f229－3451

　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。

　11月19日(土)～27日(日)に久居アルスプラザで
開催される津市美術展覧会に出品してみませんか。
出品部門　日本画、洋画、彫刻、美術工芸、写真、
書の６部門
対　象　平成22年４月１日以前に生まれた人で、
以下のいずれかに該当する人
　●市内に在住・在勤・在学の人
　●市内にある文化団体に加入している人(事前に
　文化振興課へ登録が必要)

出品規定　自己の創意工夫により制作した未発表作
品１人１点
出品料　１人500円(学生は出品申込書に学校名を
記入すれば無料)　※搬入時に支払い
表　彰　公開審査の結果、優秀な作品には市長賞・

市議会議長賞・市教育委員会教育長賞・岡田文化
財団賞・奨励賞などを授与
作品の搬入　11月12日(土)・13日(日)９時30分～
16時に久居アルスプラザへ　※個別に搬入の日
時を指定します。
申し込み　出品申込書を直接窓口または郵送、ファ
クス、Ｅメールで津リージョンプラザ(〒514－8611 
住所不要、M229－3300@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　10月30日(日)必着
※作品規定など詳しくは、文化振興課または各総合
支所地域振興課、各公民館などにある
作品募集要項でご確認ください。津市
ホームページからもご覧いただけます。

2
TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課(津リージョンプラザ)　t229－3300　f229－3344

　コロナ禍における物価高騰などにより経済的な影響を受けている子育て世帯の家計を支
援するため、18歳までの児童１人当たり一律１万2,000円の支援金を支給します。下の
チャートをご確認いただき、申請が必要な人は10月31日(月)までに申請してください。

７月28日(木)に申請書を送付します
申請期間　８月１日(月)～10月31日(月) 
※消印有効
申請方法　郵送または子育て家庭物価
高騰対策支援金窓口(こども支援課
内、市本庁舎２階)、各総合支所市民
福祉課(福祉課)へ

８月17日(水)に児
童手当・児童扶養
手当の受給口座に
振り込まれます

申請受付後約２～
３週間程度で指定
した口座に順次振
り込まれます



○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

記号の見方

8 9

問い合わせ　福祉政策課　　229－3283　　229－3334

vol.61

　久居駅前を中心とする商業・住宅地区と北西方
向へ広がる田園地帯で成り立ち、行政機関、高度
医療センター、大規模商業施設等があり、生活す
るのに便利で恵まれた環境にあります。
　土地柄としては、隣近所でお互いが助け合う昔
ながらの気風が残る住みよい地域です。

　誰でも参加できる「あいさつ運動」を入口に、
いきいきサロンや各種ふれあい行事を通して、地

域住民のつながりづくりを
推進しています。中でも
「やさしく しなやか 気にか
け運動」は、お互いが尊敬
し合い、個人の違いをしなやかに認め合いなが
ら、気にかけ合う見守り活動で、孤立する人や家
族をなくしていくために取り組んでいます。

　地区社協の小さな活動と人権学習の積み上げに
よって、今後予想される超高齢化社会の中でも、
持続可能な活動を進めるための知恵を集めていき
ます。私たちのささやかな活動が、成美地区の住
民の生活の向上と、共生社会の実現に役立つこと
を願っています。

募　　集

農業委員会事務局
t229－3176　f229－3168

農地の適正管理を

どんな活動をしているの？

地域の特徴は？

今後の活動への思いは？

Q

Q

Q

成美地区社会福祉協議会  会長  青木 誠 さん

２組８人

内容・ところとき（８月）とき（８月） 定員(先着)定員(先着)

おまかせ！セラ
ピー　２DAYS
セラピー
（北畠歴史探索
コース）

第10回夕涼み
ウオーク
（北畠歴史探索
コース）

20日㈯
13時～
21日㈰
15時

20日㈯
15時～
20時

①

活動の様子

 耕作されてい
ない遊休農地を
そのままにして
おくと、雑草が
生い茂り害虫が
発生するなど近
隣の農地に悪影
響を及ぼす可能性があります。定
期的な草刈りを行い、いつでも農
地として利用できるように適正な
管理をお願いします。
　なお、年間を通じて農業委員会
委員等が、農地パトロールを実施
しており、８・９月には、農地の
適正な管理状況について、集中的
に確認しています。

 
　問題文の①～⑤にあてはまる適
当な言葉を下の語句の中から選ん
でください。

問題文
　選挙は、投票日当日(選挙期日)
に投票することが原則ですが、当
日投票ができない有権者のために
いくつかの制度があります。
　　①　は、投票日当日に仕事や
旅行、レジャー、冠婚葬祭等で用
務がある場合など一定の事由によ
り投票に行けないと見込まれる場
合に、投票日当日前であっても投
票日当日と同じ方法で投票を行う
ことができる仕組みです。
　他の市町村に滞在していて投票
日当日に投票所に行けない人は、

　②　をすることもできます。こ
れは滞在先の市区町村の　③　で
投票する制度です。また投票所に
指定された病院、老人ホーム等に
入院・入所中の人は、その施設で
　②　ができます。
　国政選挙においては、海外在住
者で津市の　④　に登録され在外
投票人証の交付を受けている人
は、外国にいながら　⑤　をする
ことができます。
応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがきで、答え、住
所、氏名、年齢、電話番号を
　選挙管理委員会事務局(〒514-
　8611 住所不要)へ
締め切り　８月５日(金)　※消印
有効
賞　品　正解者10人に進呈　※正
　解者多数の場合は抽選

  

　小学生から高校生までの文化芸
術祭の出演者を募集します。
と　き　来年１月22日(日)10時～
ところ　津リージョンプラザお城
ホール
対　象　市内に在住・在学の小学
生～高校生
内　容　歌、楽器演奏(吹奏楽・太
鼓等)、劇(演劇・放送劇等)、ダ
ンス(よさこい・ヒップホップ
等)、伝統芸能(舞踊・邦楽・唄
等)、マジック、漫才など舞台
発表ができるもの　※出演時間
は入退場の時間を含め15～30
分程度。また、使用できる音響
設備、照明設備には制限があり
ます(反響板は使用不可)。

申し込み　所定の応募用紙に必要
事項を記入し、直接窓口または
郵送で文化振興課(〒514-8611

　住所不要)へ　※応募用紙は文
化振興課または各総合支所地域
振興課にあるほか、津市ホーム
ページからもダウンロード可
締め切り　９月30日(金)必着

費　用　①1万5,000円(夕食代、
昼食代、宿泊代、保険料を含
む) ②2,000円(夕食代、保険料
を含む）

申し込み　電話で美杉総合支所地
域振興課へ

申込期間　７月29日(金)～８月
　12日(金)

と　き　８月2 5日(木)10時～
11時30分
ところ　久居公民館講座室１
対　象　市内に在住・在学の小学
３～６年生
定　員　抽選16人
費　用　500円
申し込み　往復はがきで氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、性
別、保護者の住所・氏名・電話
番号を教委久居教育事務所(〒
　514-1125 久居元町2354)へ
締め切り　８月９日(火)必着
※１通につき１人

テーマ　わたしの好きな津市の風
　景(まちなみ、自然風景など）
対　象　市内に在学の小学生
応募条件　・四つ切画用紙(横使
　用のみ)　・立体物は使用不可
　・自作・未発表のもの　・応募
　点数は１人１点
応募方法　応募票を作品の裏面に
貼付し、在学する小学校に提出
※応募票は市内の小学校に配布す
るほか、津市ホームページから
もダウンロード可
応募期間　７月19日(火)～９月６
日(火)

　本市におけるスポーツの振興に
寄与し、その功績が顕著な個人ま
たは団体の活動を奨励するため、
津市スポーツ奨励賞の候補者を募
集します。自薦他薦を問いませ
ん。
対　象　全国大会以上の大会で優
秀な成績を収め、今後一層の活

躍が期待される個人または団体
　個人…全国大会以上の大会で優
勝した、市内に在住または津市
出身の人　団体…全国大会以上
の大会で優勝(個人競技のない
団体は３位以上)した、津市を
中心に活動している団体

申し込み　スポーツ振興課または
各総合支所地域振興課にある推
薦書に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送でスポーツ振興
課(〒514-0056 北河路町19-1
メッセウイング・みえ２階)ま
たは各総合支所地域振興課へ
※推薦書は津市ホームページから
ダウンロード可
締め切り　８月16日(火)　※消印
　有効

　それぞれの楽器ごとに分かれて
基礎知識を学び、練習曲の合奏を
目指す初心者向けの教室です。
と　き　８月18日、９月１日・
15日、10月６日、11月17

日、12月１日・15日、来年１
月19日、２月２日・16日いず
れも木曜日19時～21時
ところ　中央公民館２階ホール
対　象　市内に在住・在勤・在学
の小学４年生以上
定員(抽選)　ギター８人、ウクレ
レ16人
費　用　3,000円
持ち物　アコースティックギター
(電気を使わないギター)・ピッ
ク・カポ、またはウクレレ
申し込み　往復はがきに「アコー
スティックギター・ウクレレ教
室」と明記し、希望楽器(ギ
ターまたはウクレレ)、住所、
氏名、年齢(学年)、電話番号、
ギター・ウクレレ歴、弾いてみ
た い 曲 を 中 央 公 民 館
(〒514-0027 大門７-15 津セ
ンターパレス２階)へ　※１通
につき１人有効。津市ホーム
ページからも申し込み可
締め切り　７月28日(木)必着

語句
期日前投票、不在者投票、
選挙管理委員会、
在外選挙人名簿、在外投票

■ 　t電話番号　■fファクス　■MＥメール 市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
■ 　t229－3105　■f229－3366　■Minfo@city.tsu.lg.jp

スポーツ振興課
229－3254 229－3247
スポーツ振興課
t229－3254　f229－3247

津市スポーツ奨励賞の候補者

選挙管理委員会事務局
t229－3236　f229－3338

文化振興課
3250 3344

文化振興課
t229－3250　f229－3344

津市青少年文化芸術祭
舞台発表出演者

中央公民館
228－2618 229－5150
中央公民館
t228－2618　f229－5150

アコースティックギター・
ウクレレ教室（全10回）

教委久居教育事務所
255－8861 256－3931
教委久居教育事務所
t255－8861　f256－3931

夏休みわんぱく学校
おもしろ理科実験
～身近な物を使って実験～

美杉総合支所地域振興課
t272－8082　f272－1119

森林セラピーイベント

みんなの願いきれいな選挙

都市政策課
t229-3290　f229-3336

津市こども景観絵画コンクール



○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

記号の見方
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問い合わせ　福祉政策課　　229－3283　　229－3334

vol.61

　久居駅前を中心とする商業・住宅地区と北西方
向へ広がる田園地帯で成り立ち、行政機関、高度
医療センター、大規模商業施設等があり、生活す
るのに便利で恵まれた環境にあります。
　土地柄としては、隣近所でお互いが助け合う昔
ながらの気風が残る住みよい地域です。

　誰でも参加できる「あいさつ運動」を入口に、
いきいきサロンや各種ふれあい行事を通して、地

域住民のつながりづくりを
推進しています。中でも
「やさしく しなやか 気にか
け運動」は、お互いが尊敬
し合い、個人の違いをしなやかに認め合いなが
ら、気にかけ合う見守り活動で、孤立する人や家
族をなくしていくために取り組んでいます。

　地区社協の小さな活動と人権学習の積み上げに
よって、今後予想される超高齢化社会の中でも、
持続可能な活動を進めるための知恵を集めていき
ます。私たちのささやかな活動が、成美地区の住
民の生活の向上と、共生社会の実現に役立つこと
を願っています。

募　　集

農業委員会事務局
t229－3176　f229－3168

農地の適正管理を

どんな活動をしているの？

地域の特徴は？

今後の活動への思いは？

Q

Q

Q

成美地区社会福祉協議会  会長  青木 誠 さん

２組８人

内容・ところとき（８月）とき（８月） 定員(先着)定員(先着)

おまかせ！セラ
ピー　２DAYS
セラピー
（北畠歴史探索
コース）

第10回夕涼み
ウオーク
（北畠歴史探索
コース）

20日㈯
13時～
21日㈰
15時

20日㈯
15時～
20時

①

活動の様子

 耕作されてい
ない遊休農地を
そのままにして
おくと、雑草が
生い茂り害虫が
発生するなど近
隣の農地に悪影
響を及ぼす可能性があります。定
期的な草刈りを行い、いつでも農
地として利用できるように適正な
管理をお願いします。
　なお、年間を通じて農業委員会
委員等が、農地パトロールを実施
しており、８・９月には、農地の
適正な管理状況について、集中的
に確認しています。

 
　問題文の①～⑤にあてはまる適
当な言葉を下の語句の中から選ん
でください。

問題文
　選挙は、投票日当日(選挙期日)
に投票することが原則ですが、当
日投票ができない有権者のために
いくつかの制度があります。
　　①　は、投票日当日に仕事や
旅行、レジャー、冠婚葬祭等で用
務がある場合など一定の事由によ
り投票に行けないと見込まれる場
合に、投票日当日前であっても投
票日当日と同じ方法で投票を行う
ことができる仕組みです。
　他の市町村に滞在していて投票
日当日に投票所に行けない人は、

　②　をすることもできます。こ
れは滞在先の市区町村の　③　で
投票する制度です。また投票所に
指定された病院、老人ホーム等に
入院・入所中の人は、その施設で
　②　ができます。
　国政選挙においては、海外在住
者で津市の　④　に登録され在外
投票人証の交付を受けている人
は、外国にいながら　⑤　をする
ことができます。
応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがきで、答え、住
所、氏名、年齢、電話番号を
　選挙管理委員会事務局(〒514-
　8611 住所不要)へ
締め切り　８月５日(金)　※消印
有効
賞　品　正解者10人に進呈　※正
　解者多数の場合は抽選

  

　小学生から高校生までの文化芸
術祭の出演者を募集します。
と　き　来年１月22日(日)10時～
ところ　津リージョンプラザお城
ホール
対　象　市内に在住・在学の小学
生～高校生
内　容　歌、楽器演奏(吹奏楽・太
鼓等)、劇(演劇・放送劇等)、ダ
ンス(よさこい・ヒップホップ
等)、伝統芸能(舞踊・邦楽・唄
等)、マジック、漫才など舞台
発表ができるもの　※出演時間
は入退場の時間を含め15～30
分程度。また、使用できる音響
設備、照明設備には制限があり
ます(反響板は使用不可)。

申し込み　所定の応募用紙に必要
事項を記入し、直接窓口または
郵送で文化振興課(〒514-8611

　住所不要)へ　※応募用紙は文
化振興課または各総合支所地域
振興課にあるほか、津市ホーム
ページからもダウンロード可
締め切り　９月30日(金)必着

費　用　①1万5,000円(夕食代、
昼食代、宿泊代、保険料を含
む) ②2,000円(夕食代、保険料
を含む）

申し込み　電話で美杉総合支所地
域振興課へ

申込期間　７月29日(金)～８月
　12日(金)

と　き　８月2 5日(木)10時～
11時30分
ところ　久居公民館講座室１
対　象　市内に在住・在学の小学
３～６年生
定　員　抽選16人
費　用　500円
申し込み　往復はがきで氏名(ふ
りがな)、学校名、学年、性
別、保護者の住所・氏名・電話
番号を教委久居教育事務所(〒
　514-1125 久居元町2354)へ
締め切り　８月９日(火)必着
※１通につき１人

テーマ　わたしの好きな津市の風
　景(まちなみ、自然風景など）
対　象　市内に在学の小学生
応募条件　・四つ切画用紙(横使
　用のみ)　・立体物は使用不可
　・自作・未発表のもの　・応募
　点数は１人１点
応募方法　応募票を作品の裏面に
貼付し、在学する小学校に提出
※応募票は市内の小学校に配布す
るほか、津市ホームページから
もダウンロード可
応募期間　７月19日(火)～９月６
日(火)

　本市におけるスポーツの振興に
寄与し、その功績が顕著な個人ま
たは団体の活動を奨励するため、
津市スポーツ奨励賞の候補者を募
集します。自薦他薦を問いませ
ん。
対　象　全国大会以上の大会で優
秀な成績を収め、今後一層の活

躍が期待される個人または団体
　個人…全国大会以上の大会で優
勝した、市内に在住または津市
出身の人　団体…全国大会以上
の大会で優勝(個人競技のない
団体は３位以上)した、津市を
中心に活動している団体

申し込み　スポーツ振興課または
各総合支所地域振興課にある推
薦書に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送でスポーツ振興
課(〒514-0056 北河路町19-1
メッセウイング・みえ２階)ま
たは各総合支所地域振興課へ
※推薦書は津市ホームページから
ダウンロード可
締め切り　８月16日(火)　※消印
　有効

　それぞれの楽器ごとに分かれて
基礎知識を学び、練習曲の合奏を
目指す初心者向けの教室です。
と　き　８月18日、９月１日・
15日、10月６日、11月17

日、12月１日・15日、来年１
月19日、２月２日・16日いず
れも木曜日19時～21時
ところ　中央公民館２階ホール
対　象　市内に在住・在勤・在学
の小学４年生以上
定員(抽選)　ギター８人、ウクレ
レ16人
費　用　3,000円
持ち物　アコースティックギター
(電気を使わないギター)・ピッ
ク・カポ、またはウクレレ
申し込み　往復はがきに「アコー
スティックギター・ウクレレ教
室」と明記し、希望楽器(ギ
ターまたはウクレレ)、住所、
氏名、年齢(学年)、電話番号、
ギター・ウクレレ歴、弾いてみ
た い 曲 を 中 央 公 民 館
(〒514-0027 大門７-15 津セ
ンターパレス２階)へ　※１通
につき１人有効。津市ホーム
ページからも申し込み可
締め切り　７月28日(木)必着

語句
期日前投票、不在者投票、
選挙管理委員会、
在外選挙人名簿、在外投票

■ 　t電話番号　■fファクス　■MＥメール 市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
■ 　t229－3105　■f229－3366　■Minfo@city.tsu.lg.jp

スポーツ振興課
229－3254 229－3247
スポーツ振興課
t229－3254　f229－3247

津市スポーツ奨励賞の候補者

選挙管理委員会事務局
t229－3236　f229－3338

文化振興課
3250 3344

文化振興課
t229－3250　f229－3344

津市青少年文化芸術祭
舞台発表出演者

中央公民館
228－2618 229－5150
中央公民館
t228－2618　f229－5150

アコースティックギター・
ウクレレ教室（全10回）

教委久居教育事務所
255－8861 256－3931
教委久居教育事務所
t255－8861　f256－3931

夏休みわんぱく学校
おもしろ理科実験
～身近な物を使って実験～

美杉総合支所地域振興課
t272－8082　f272－1119

森林セラピーイベント

みんなの願いきれいな選挙

都市政策課
t229-3290　f229-3336

津市こども景観絵画コンクール



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

　子育て世代が直
面するお金の問題
を、ファイナン
シャルプランナー
が分かりやすく解
説します。
と　き　９月１日・８日・15日
いずれも木曜日10時～11時(全
３回)
ところ　アスト津４階研修室Ａ
内　容　講話「アプリで電子マ
ネーで家計すっきり！スマホで
家計管理」など
対　象　市内に在住・在勤・在学
の子育て中の母親　※６カ月以
上の子どもを対象に託児あり
定　員　抽選15人
申し込み　直接窓口(返信用のは
がきを持参)または往復はがき
で、住所、氏名(ふりがな)、託
児を利用する場合は子どもの氏

名(ふりがな)・年齢・性別、電
話 番 号 を 、 橋 北 公 民 館
(〒514-0009 羽所町700 アス
ト津４階)へ
※津市ホームページからも申し込
み可
締め切り　８月10日(水)必着

　
　復職や就職・キャ
リアアップを目指す
女性にお薦めの、実
践的なスキルが身に
付くセミナーです。
と　き　９月２日～10月７日の
毎週金曜日10時～12時(全５
回)　※９月23日(金・祝)は除く

ところ　中央公民館情報研修室
内　容　Excel講座(Excel表計
算処理技能認定試験３級レベ
ル)　※初心者向けではありま
せん。

講　師　浜口依子さん(パソコン

インストラクター)
対　象　全ての日程に参加でき、
文字入力、Exce lの基本操作
(データや計算式の入力、グラ
フ作成)ができる市内に在住・
在勤・在学の女性

定　員　先着20人　
費　用　1,000円(テキスト代)
持ち物　ＵＳＢメモリー、筆記用具
申し込み　はがき、またはファク
ス、Ｅメールで郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号、Ｅ
メールアドレス、応募動機を男
女共同参画室(〒514-8611 住
所不要、M229-3103@city.

　tsu.lg.jp)へ
申込開始日　７月21日(木)
無料託児
対　象　６カ月～就学前の子ども
定　員　先着４人
申し込み　電話で男女共同参画室へ
申込期間　７月21日(木)～８月５
日(金)

※詳しくは津市ホーム
ページをご覧くださ
い。

募　　集

70～74歳の人へ高齢受給者証を送付
　国民健康保険に加入中で70～74歳の人の自
己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者
証」の有効期限は、毎年７月31日です。８月
から新たに有効になる高齢受給者証を、７月中
旬に送付します。医療機関を受診するときは、
オンライン資格確認を利用する場合を除き、国
民健康保険被保険者証と併せて窓口で提示して
ください。
限度額適用認定証の申請を
　国民健康保険の「限度額適用認定証」の有効
期限は、毎年７月31日です。８月以降も継続
して交付を希望する場合は、保険医療助成課ま
たは各総合支所市民福祉課(市民課)へ申請して
ください。なお、８月以降有効となる認定証の
申請は、７月13日から受け付けています。
　申請は郵送でも可能です。窓口の混雑緩和に
ご協力ください。

申請に必要なもの
●国民健康保険被保険者証
●マイナンバーが分かるもの
と本人確認ができるもの
※郵送で申請する場合は写し
を同封してください。
国民健康保険料の納付をお忘れなく
　第１期(普通徴収)の納期限は８月１日(月)で
す。金融機関または郵便局、コンビニ、ス
マートフォンなどの専用アプリから納めてく
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。また、納付が困難な
場合は、保険医療助成課納
付相談窓口(t229－3161)
または各総合支所市民福
祉課(市民課)へご相談くだ
さい。

問い合わせ　保険医療助成課　　t229－3160　f229－5001

橋北公民館
227－1738 222－2526
橋北公民館
t227－1738　f222－2526

子育てママのための
「おかねのはなし」

男女共同参画室
229－3103 229－3366
男女共同参画室
t229－3103　f229－3366

女性のための就職応援
エクセルパソコンセミナー
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　パソコンでのド
ローン飛行のバー
チャル体験と、実際
に室内でドローン操
縦の体験をしてみませんか。

と　き　８月24日(水)13時30分
～16時
ところ　中央公民館　
対　象　市内に在住・在学の小学
４年生～高校３年生
定　員　抽選20人　
持ち物　ツバの付いた帽子
申し込み　往復はがきで教室名、

住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、電話番号を中央公民
館(〒514-0027 大門7-15 津
センターパレス２階)へ　※津
市ホームページからも申し込み
可
締め切り　８月10日(水)必着

８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）

２日㈫、９日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫

９日㈫
19日㈮

３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬

１日㈪

13日㈯、21日㈰、27日㈯

16日㈫、17日㈬、30日㈫、31日㈬

18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
（9時～12時、13時～17時、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、ソフトバレー、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㈪

卓球（24台）　※新型コロナウイルス感染防止
対策のため台数を減らす場合があります。 16日㈫、18日㈭

8月

スタンド

津インクル

※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）

びわこ

びわこ びわこ

常滑 常滑 常滑戸田 鳴門♡

芦屋徳山 芦屋 徳山 唐津 三国 徳山徳山

三国 三国

常滑 常滑 常滑児島戸田 戸田尼崎 尼崎

児島児島 児島

びわこ

江戸川GⅢ宮島 GⅡMB大賞(児島)

戸田戸田戸田 戸田

児島 江戸川

浜名湖浜名湖 平和島平和島

常滑宮島

福岡♡

福岡多摩川

浜名湖

平和島

芦屋 徳山

唐津

下関桐生 三国

三国 ＧⅢ大村♡ ＧⅢ下関 桐生

芦屋

住之江桐生 下関 桐生 丸亀若松

下関 PGⅠレディースチャンピオン(丸亀) 蒲郡 住之江大村

三国GⅢ唐津M

大村 GⅢ大村♡

若松 桐生 蒲郡下関 下関蒲郡

徳山 芦屋 三国R徳山 唐津唐津

尼崎 尼崎

尼崎 尼崎 尼崎

鳴門♡常滑常滑常滑

児島 児島戸田

びわこ 常滑

宮島

江戸川 尼崎尼崎

GⅢ宮島常滑

びわこ びわこ戸田 児島戸田

戸田 戸田常滑 SGボートレースメモリアル(浜名湖)

SGボートレースメモリアル(浜名湖)

中京スポーツ 納涼しぶき杯争奪戦 ルーキー

ルーキーGⅢ津オールレディース 上富良野町交流25周年記念中京スポーツ 納涼しぶき杯争奪戦

江戸川 尼崎 ＧⅡ
児島

ＧⅢ
三交

ＧⅢ
三交

ＧⅢ
唐津M

31302928272625242322212019181716151413121110987654321
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火月

８月の開催日程８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

津
メイン

デイ

モーニング

津

デイ

薄暮

モーニング

ナイター

開設7周年記念BTS名張モンスターカップ

開設7周年記念BTS名張モンスターカップ

宮島

常滑 常滑

徳山 芦屋 徳山 三国R

中央公民館
228－2618 229－5150
中央公民館
t228－2618　f229－5150

ドローン飛行の仕組みを学び
操縦を体験する教室

常滑尼崎

徳山 唐津

住之江 住之江

■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。

GⅢ津オールレディース 上富良野町交流25周年記念



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

　子育て世代が直
面するお金の問題
を、ファイナン
シャルプランナー
が分かりやすく解
説します。
と　き　９月１日・８日・15日
いずれも木曜日10時～11時(全
３回)
ところ　アスト津４階研修室Ａ
内　容　講話「アプリで電子マ
ネーで家計すっきり！スマホで
家計管理」など
対　象　市内に在住・在勤・在学
の子育て中の母親　※６カ月以
上の子どもを対象に託児あり
定　員　抽選15人
申し込み　直接窓口(返信用のは
がきを持参)または往復はがき
で、住所、氏名(ふりがな)、託
児を利用する場合は子どもの氏

名(ふりがな)・年齢・性別、電
話 番 号 を 、 橋 北 公 民 館
(〒514-0009 羽所町700 アス
ト津４階)へ
※津市ホームページからも申し込
み可
締め切り　８月10日(水)必着

　
　復職や就職・キャ
リアアップを目指す
女性にお薦めの、実
践的なスキルが身に
付くセミナーです。
と　き　９月２日～10月７日の
毎週金曜日10時～12時(全５
回)　※９月23日(金・祝)は除く

ところ　中央公民館情報研修室
内　容　Excel講座(Excel表計
算処理技能認定試験３級レベ
ル)　※初心者向けではありま
せん。

講　師　浜口依子さん(パソコン

インストラクター)
対　象　全ての日程に参加でき、
文字入力、Exce lの基本操作
(データや計算式の入力、グラ
フ作成)ができる市内に在住・
在勤・在学の女性

定　員　先着20人　
費　用　1,000円(テキスト代)
持ち物　ＵＳＢメモリー、筆記用具
申し込み　はがき、またはファク
ス、Ｅメールで郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号、Ｅ
メールアドレス、応募動機を男
女共同参画室(〒514-8611 住
所不要、M229-3103@city.

　tsu.lg.jp)へ
申込開始日　７月21日(木)
無料託児
対　象　６カ月～就学前の子ども
定　員　先着４人
申し込み　電話で男女共同参画室へ
申込期間　７月21日(木)～８月５
日(金)

※詳しくは津市ホーム
ページをご覧くださ
い。

募　　集

70～74歳の人へ高齢受給者証を送付
　国民健康保険に加入中で70～74歳の人の自
己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者
証」の有効期限は、毎年７月31日です。８月
から新たに有効になる高齢受給者証を、７月中
旬に送付します。医療機関を受診するときは、
オンライン資格確認を利用する場合を除き、国
民健康保険被保険者証と併せて窓口で提示して
ください。
限度額適用認定証の申請を
　国民健康保険の「限度額適用認定証」の有効
期限は、毎年７月31日です。８月以降も継続
して交付を希望する場合は、保険医療助成課ま
たは各総合支所市民福祉課(市民課)へ申請して
ください。なお、８月以降有効となる認定証の
申請は、７月13日から受け付けています。
　申請は郵送でも可能です。窓口の混雑緩和に
ご協力ください。

申請に必要なもの
●国民健康保険被保険者証
●マイナンバーが分かるもの
と本人確認ができるもの
※郵送で申請する場合は写し
を同封してください。
国民健康保険料の納付をお忘れなく
　第１期(普通徴収)の納期限は８月１日(月)で
す。金融機関または郵便局、コンビニ、ス
マートフォンなどの専用アプリから納めてく
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。また、納付が困難な
場合は、保険医療助成課納
付相談窓口(t229－3161)
または各総合支所市民福
祉課(市民課)へご相談くだ
さい。

問い合わせ　保険医療助成課　　t229－3160　f229－5001

橋北公民館
227－1738 222－2526
橋北公民館
t227－1738　f222－2526

子育てママのための
「おかねのはなし」

男女共同参画室
229－3103 229－3366
男女共同参画室
t229－3103　f229－3366

女性のための就職応援
エクセルパソコンセミナー

10 11

　
　パソコンでのド
ローン飛行のバー
チャル体験と、実際
に室内でドローン操
縦の体験をしてみませんか。

と　き　８月24日(水)13時30分
～16時
ところ　中央公民館　
対　象　市内に在住・在学の小学
４年生～高校３年生
定　員　抽選20人　
持ち物　ツバの付いた帽子
申し込み　往復はがきで教室名、

住所、氏名(ふりがな)、学校
名、学年、電話番号を中央公民
館(〒514-0027 大門7-15 津
センターパレス２階)へ　※津
市ホームページからも申し込み
可
締め切り　８月10日(水)必着

８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）

２日㈫、９日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫

９日㈫
19日㈮

３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬

１日㈪

13日㈯、21日㈰、27日㈯

16日㈫、17日㈬、30日㈫、31日㈬

18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
（9時～12時、13時～17時、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、ソフトバレー、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㈪

卓球（24台）　※新型コロナウイルス感染防止
対策のため台数を減らす場合があります。 16日㈫、18日㈭

8月

スタンド

津インクル

※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）

びわこ

びわこ びわこ

常滑 常滑 常滑戸田 鳴門♡

芦屋徳山 芦屋 徳山 唐津 三国 徳山徳山

三国 三国

常滑 常滑 常滑児島戸田 戸田尼崎 尼崎

児島児島 児島

びわこ

江戸川GⅢ宮島 GⅡMB大賞(児島)

戸田戸田戸田 戸田

児島 江戸川

浜名湖浜名湖 平和島平和島

常滑宮島

福岡♡

福岡多摩川

浜名湖

平和島

芦屋 徳山

唐津

下関桐生 三国

三国 ＧⅢ大村♡ ＧⅢ下関 桐生

芦屋

住之江桐生 下関 桐生 丸亀若松

下関 PGⅠレディースチャンピオン(丸亀) 蒲郡 住之江大村

三国GⅢ唐津M

大村 GⅢ大村♡

若松 桐生 蒲郡下関 下関蒲郡

徳山 芦屋 三国R徳山 唐津唐津

尼崎 尼崎

尼崎 尼崎 尼崎

鳴門♡常滑常滑常滑

児島 児島戸田

びわこ 常滑

宮島

江戸川 尼崎尼崎

GⅢ宮島常滑

びわこ びわこ戸田 児島戸田

戸田 戸田常滑 SGボートレースメモリアル(浜名湖)

SGボートレースメモリアル(浜名湖)

中京スポーツ 納涼しぶき杯争奪戦 ルーキー

ルーキーGⅢ津オールレディース 上富良野町交流25周年記念中京スポーツ 納涼しぶき杯争奪戦

江戸川 尼崎 ＧⅡ
児島

ＧⅢ
三交

ＧⅢ
三交

ＧⅢ
唐津M

31302928272625242322212019181716151413121110987654321
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火月

８月の開催日程８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

津
メイン

デイ

モーニング

津

デイ

薄暮

モーニング

ナイター

開設7周年記念BTS名張モンスターカップ

開設7周年記念BTS名張モンスターカップ

宮島

常滑 常滑

徳山 芦屋 徳山 三国R

中央公民館
228－2618 229－5150
中央公民館
t228－2618　f229－5150

ドローン飛行の仕組みを学び
操縦を体験する教室

常滑尼崎

徳山 唐津

住之江 住之江

■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。

GⅢ津オールレディース 上富良野町交流25周年記念



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着 　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　M

火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・
　死亡者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・

世帯数・・・・・

人　口・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・・
　女性・・・・・・・・

６月１日現在

市民の動き
５月分

（2022年累計）

悲しい数字

1312

11件（58件）
3件（16件）

1,348件（6,724件）
700件（3,261件）

0人（1人）
56人（304人）

127,659世帯
（前月比338世帯増）

273,224人
（前月比154人増）

132,951人
140,273人

とき（８月） ところ
２日㈫13時30
分～15時30分

アスト津４階
会議室４

８日㈪13時30
分～15時30分

久居総合福祉会館北館２階
会議室

15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

とき（８月） ところ
１日㈪９時30
分～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

とき（毎月） 内　容
毎週火曜日13時～18時
※第５火曜日除く

面談・
電話相談
(予約優先)第３金曜日17時～19時

９日㈫９時30
分～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

18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

※祝・休日、年末年始を除く

「盛土110番」で土砂災害を防止！
　危険な盛土を見つけたら、盛
土の場所や規模(高さや幅)などの
情報をお知らせください。
q三重県県土整備部防災砂防課
(t224－2705)

サマージャンボ宝くじ発売中！
　宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われま
す。発売期間は８月５日(金)まで
です。
q三重県市町村振興協会(t225－
2138)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
d７月28日(木)19時～21時、31
日(日)14時～16時30分　bアス
ト津３階　n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
q同会担当(t080－1987－4008)

合同企業説明会
　就職氷河期世代を対象に15社
による企業説明会を開催します。
d８月５日(金)・６日(土)13時～
16時　bアスト津５階ギャラリー
１・２　oおおむね36～51歳　
qおしごと広場みえ(t222－3300)

ジュニア・ロースクール
d８月８日(月)13時～
17時30分　b津地方裁
判所(中央)、三重弁護
士会館２階ホール(丸之内養正町)
n法廷傍聴(見学)、刑事模擬裁判

o中学生　g20人　※刑事模擬裁
判のみリモート参加も可
@７月26日(火)までに三重弁護士
会(t228－2232)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
d①８月10日(水)10時～15時 ②
８月17日(水)13時～15時30分　
b①同センター作業室(三重町津
興) ②久居総合福祉会館　o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(t224－4123)へ

地域で管理栄養士・栄養士として
一緒に活動しませんか
　三重県地域活動栄養士連絡協議
会津支部による活動紹介と説明会
を開催します。
d８月２日(火)10時～11時　b津
リージョンプラザ２階栄養指導室
oおおむね55歳まで
@同支部(t273－6103)へ

津市民親睦テニス大会
d８月28日(日)９時
30分～15時30分
(受け付けは９時～) 
※雨天の場合は９
月11日(日)　b津市民テニスコー
ト　n団体戦(男子ダブルス・女
子ダブルス・混合ダブルス)　o
市内に在住・在勤で60歳以上の
男性と50歳以上の女性(新型コロ
ナワクチン３回目を接種済みの人)
gs60人　¥500円
@７月23日(土)～８月３日(水)に
電話またはファクス、Ｅメール
で住所、氏名、生年月日、年齢、
性別、電話番号を津シニアテニス

連盟担当(t090－7675－3323、
f268－3445、Mano.nakamura.
11－12@zc.ztv.ne.jp)へ

高田短期大学公開講座
「PowerPoint 自治会・町内会等
で使える音声スライド作成講座」
d９月３日(土)14
時～16時　b同短
期大学ＰＣ教室(一
身田豊野)　o高校
生以上　gc20人
@８月19日(金)までに必着で、は
がきに講座名、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記入し、高
田短期大学公開講座係(〒514－
0115 一身田豊野195)へ　※同
短期大学ホームページからも申し
込み可
q同短期大学(t232－2310)

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
d10月20日(木)10時～15時40分
b三重県吉田山会館第204会議室
(栄町一丁目)　n国語・社会・数
学・理科・英語　o病気などのや
むを得ない理由で、小中学校等へ
の就学を猶予または免除された人
など
@願書の受け付けは９月２日(金)
まで　※消印有効
q県教委高校教育課(t224－2913)
　
自衛官候補生など
　防衛省では、令和５年度採用の
自衛官(航空学生、一般曹候補
生、自衛官候補生)および学生(防
衛大学校、防衛医科大学校「医学
科・看護学科」)を募集していま
す。応募資格など詳しくは、自衛
隊三重地方協力本部のホームペー
ジをご覧ください。
q同本部津募集案内所(t224－
4324)

家族ピアサポート「津すたーとら
いん」こころのサロン
　心の不調や病のある人を支えて
いる家族で集まって話しません
か。
d偶数月の第４水曜日、奇数月の
第４土曜日いずれも13時30分～
15時30分　bサンヒルズ安濃大
会議室　g20人
@津すたーとら
いん担当(t090－
7352－5181)へ

栄養の日 公開講座
「栄養と環境～地球を元気に、未
来を笑顔に～」
d８月５日(金)13時30分～15時
b三重県医師会館１階健康教室
(桜橋二丁目)　n冨本秀和さん(前
三重大学大学院医学系研究科脳
神経内科教授)による講座「認知
症の予防～人生100年を健康で過
ごす～」、竹内恵美子さん(上野
病院管理栄養士)による講座「食
べ物と認知症の関係」　gs60人
q三重県栄養士会(t224－4519)

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症
の人やその家族を見守り支援する
サポーターを養成します。
d８月28日(日)10時30分～12時
b中央公民館会議室　gs20人
@７月28日(木)からだいじこファ
ミリー担当(t090－7300－5840)へ

全国一斉不動産表示登記相談会
(予約優先)
d７月30日(土)10時～17時(受け
付けは16時まで)　b三重県土地
家屋調査士会館(河辺町)　n法務
局職員と土地家屋調査士による土
地の境界、文筆・地目変更、建物
の新築、増築、滅失に関する相談
@同調査士会(t227－3616)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
d８月18日(木)10時～12時、13
時～15時　b市本庁舎３階相談室
o市内に在住の人(新規優先)　
gc８人(１人30分以内)
@８月12日(金)16時までに男女
共同参画室(t229－3103)へ

社労士による労働相談(要予約)
d毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を
除く)　b三重
県社会保険労務
士会(島崎町)　
n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(t228－
6064)へ

犯罪被害者相談
d毎週月～金曜日10時～16時(祝･
休日、年末年始を除く)　bみえ
犯罪被害者総合支援センター(栄
町一丁目)　n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。
q同センター(t221－7830)

消費生活相談
d毎週月～金
曜日９時～12
時、13時～16
時(祝･休日、
年末年始を除
く)　b市本庁
舎３階市民交
流課内　n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)
q津市消費生活センター(t229－
3313)

交通事故面談相談(要予約)
d毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間は予約

時にお問い合わせください。　b
三重弁護士会館(中央)　n交通事
故に関する相談(面談)
@月～金曜日９時～17時に同弁護
士会(t228－2232)へ

８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。

q三重行政監視行政相談センター
(t227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
n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

q津人権擁護委員協議会津地区委
員会(t228－4193）
■常設人権相談所
d毎週月～金曜日８時30分～17
時15分(祝・休日、年末年始を除く)
b津地方法務局人権擁護課(丸之内)
※電話相談t0570－003－110、
t0120－007－110(子ども相談)、
t0570－070－810(女性相談)
q同課(t228－4193)

カウンセラー相談(面談・電話)

n夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　o市内に在住の人
@男女共同参画室(t229ー3103)へ
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火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・
　死亡者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・

世帯数・・・・・

人　口・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・・
　女性・・・・・・・・

６月１日現在

市民の動き
５月分

（2022年累計）

悲しい数字

1312

11件（58件）
3件（16件）

1,348件（6,724件）
700件（3,261件）

0人（1人）
56人（304人）

127,659世帯
（前月比338世帯増）

273,224人
（前月比154人増）

132,951人
140,273人

とき（８月） ところ
２日㈫13時30
分～15時30分

アスト津４階
会議室４

８日㈪13時30
分～15時30分

久居総合福祉会館北館２階
会議室

15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

とき（８月） ところ
１日㈪９時30
分～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

とき（毎月） 内　容
毎週火曜日13時～18時
※第５火曜日除く

面談・
電話相談
(予約優先)第３金曜日17時～19時

９日㈫９時30
分～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

18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

※祝・休日、年末年始を除く

「盛土110番」で土砂災害を防止！
　危険な盛土を見つけたら、盛
土の場所や規模(高さや幅)などの
情報をお知らせください。
q三重県県土整備部防災砂防課
(t224－2705)

サマージャンボ宝くじ発売中！
　宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われま
す。発売期間は８月５日(金)まで
です。
q三重県市町村振興協会(t225－
2138)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
d７月28日(木)19時～21時、31
日(日)14時～16時30分　bアス
ト津３階　n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
q同会担当(t080－1987－4008)

合同企業説明会
　就職氷河期世代を対象に15社
による企業説明会を開催します。
d８月５日(金)・６日(土)13時～
16時　bアスト津５階ギャラリー
１・２　oおおむね36～51歳　
qおしごと広場みえ(t222－3300)

ジュニア・ロースクール
d８月８日(月)13時～
17時30分　b津地方裁
判所(中央)、三重弁護
士会館２階ホール(丸之内養正町)
n法廷傍聴(見学)、刑事模擬裁判

o中学生　g20人　※刑事模擬裁
判のみリモート参加も可
@７月26日(火)までに三重弁護士
会(t228－2232)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
d①８月10日(水)10時～15時 ②
８月17日(水)13時～15時30分　
b①同センター作業室(三重町津
興) ②久居総合福祉会館　o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(t224－4123)へ

地域で管理栄養士・栄養士として
一緒に活動しませんか
　三重県地域活動栄養士連絡協議
会津支部による活動紹介と説明会
を開催します。
d８月２日(火)10時～11時　b津
リージョンプラザ２階栄養指導室
oおおむね55歳まで
@同支部(t273－6103)へ

津市民親睦テニス大会
d８月28日(日)９時
30分～15時30分
(受け付けは９時～) 
※雨天の場合は９
月11日(日)　b津市民テニスコー
ト　n団体戦(男子ダブルス・女
子ダブルス・混合ダブルス)　o
市内に在住・在勤で60歳以上の
男性と50歳以上の女性(新型コロ
ナワクチン３回目を接種済みの人)
gs60人　¥500円
@７月23日(土)～８月３日(水)に
電話またはファクス、Ｅメール
で住所、氏名、生年月日、年齢、
性別、電話番号を津シニアテニス

連盟担当(t090－7675－3323、
f268－3445、Mano.nakamura.
11－12@zc.ztv.ne.jp)へ

高田短期大学公開講座
「PowerPoint 自治会・町内会等
で使える音声スライド作成講座」
d９月３日(土)14
時～16時　b同短
期大学ＰＣ教室(一
身田豊野)　o高校
生以上　gc20人
@８月19日(金)までに必着で、は
がきに講座名、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記入し、高
田短期大学公開講座係(〒514－
0115 一身田豊野195)へ　※同
短期大学ホームページからも申し
込み可
q同短期大学(t232－2310)

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
d10月20日(木)10時～15時40分
b三重県吉田山会館第204会議室
(栄町一丁目)　n国語・社会・数
学・理科・英語　o病気などのや
むを得ない理由で、小中学校等へ
の就学を猶予または免除された人
など
@願書の受け付けは９月２日(金)
まで　※消印有効
q県教委高校教育課(t224－2913)
　
自衛官候補生など
　防衛省では、令和５年度採用の
自衛官(航空学生、一般曹候補
生、自衛官候補生)および学生(防
衛大学校、防衛医科大学校「医学
科・看護学科」)を募集していま
す。応募資格など詳しくは、自衛
隊三重地方協力本部のホームペー
ジをご覧ください。
q同本部津募集案内所(t224－
4324)

家族ピアサポート「津すたーとら
いん」こころのサロン
　心の不調や病のある人を支えて
いる家族で集まって話しません
か。
d偶数月の第４水曜日、奇数月の
第４土曜日いずれも13時30分～
15時30分　bサンヒルズ安濃大
会議室　g20人
@津すたーとら
いん担当(t090－
7352－5181)へ

栄養の日 公開講座
「栄養と環境～地球を元気に、未
来を笑顔に～」
d８月５日(金)13時30分～15時
b三重県医師会館１階健康教室
(桜橋二丁目)　n冨本秀和さん(前
三重大学大学院医学系研究科脳
神経内科教授)による講座「認知
症の予防～人生100年を健康で過
ごす～」、竹内恵美子さん(上野
病院管理栄養士)による講座「食
べ物と認知症の関係」　gs60人
q三重県栄養士会(t224－4519)

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症
の人やその家族を見守り支援する
サポーターを養成します。
d８月28日(日)10時30分～12時
b中央公民館会議室　gs20人
@７月28日(木)からだいじこファ
ミリー担当(t090－7300－5840)へ

全国一斉不動産表示登記相談会
(予約優先)
d７月30日(土)10時～17時(受け
付けは16時まで)　b三重県土地
家屋調査士会館(河辺町)　n法務
局職員と土地家屋調査士による土
地の境界、文筆・地目変更、建物
の新築、増築、滅失に関する相談
@同調査士会(t227－3616)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
d８月18日(木)10時～12時、13
時～15時　b市本庁舎３階相談室
o市内に在住の人(新規優先)　
gc８人(１人30分以内)
@８月12日(金)16時までに男女
共同参画室(t229－3103)へ

社労士による労働相談(要予約)
d毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を
除く)　b三重
県社会保険労務
士会(島崎町)　
n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(t228－
6064)へ

犯罪被害者相談
d毎週月～金曜日10時～16時(祝･
休日、年末年始を除く)　bみえ
犯罪被害者総合支援センター(栄
町一丁目)　n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。
q同センター(t221－7830)

消費生活相談
d毎週月～金
曜日９時～12
時、13時～16
時(祝･休日、
年末年始を除
く)　b市本庁
舎３階市民交
流課内　n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)
q津市消費生活センター(t229－
3313)

交通事故面談相談(要予約)
d毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間は予約

時にお問い合わせください。　b
三重弁護士会館(中央)　n交通事
故に関する相談(面談)
@月～金曜日９時～17時に同弁護
士会(t228－2232)へ

８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。

q三重行政監視行政相談センター
(t227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
n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

q津人権擁護委員協議会津地区委
員会(t228－4193）
■常設人権相談所
d毎週月～金曜日８時30分～17
時15分(祝・休日、年末年始を除く)
b津地方法務局人権擁護課(丸之内)
※電話相談t0570－003－110、
t0120－007－110(子ども相談)、
t0570－070－810(女性相談)
q同課(t228－4193)

カウンセラー相談(面談・電話)

n夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　o市内に在住の人
@男女共同参画室(t229ー3103)へ
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10月７日・14日・21日いず
れも金曜日19:00～21:00

安濃中央総合公園内野
球場、芸濃グラウンド

三重津城北道院
(豊が丘二丁目)

８月１日㈪～19日㈮

７月25日㈪～
８月12日㈮

８月19日㈮19:00～20:30

８月20日㈯19:00～20:30

海浜公園内陸上競技場

三重武道館柔剣道場

三重武道館弓道場

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定員(先着)

① 少林寺拳法

小学生以上

100人

各10人

申込期間

② 少林寺拳法

空手道

③

８月１日㈪～
９月22日㈭

各20人④

８月１日㈪～14日㈰22チーム⑤

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 定員(先着) 申込期間

中学生１・２年生

下稲葉ゲートボール場
(稲葉町)

ゲートボール ９月17日㈯ ８月１日㈪～26日㈮12チーム⑥ 小学生以上

弓道 ８月２日㈫～29日㈪なし⑦ 中学生以上

サオリーナ
サブアリーナ

日本スポーツウエルネス吹矢
協会に所属の小学４年生以上

10月１日㈯ ８月１日㈪～31日㈬100人⑧

５歳～小学２年生

５歳以上

スポーツウエ
ルネス吹矢

８月27日㈯・28日㈰、
９月３日㈯・４日㈰

９月４日㈰10:00～12:00

９月19日㈪ ㈷

軟式野球
(中学の部)

サッカー
(Ｕ８の部)

久居総合福祉会館

o市内に在住・在勤・在学の人
@①～④⑦⑧…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、⑤⑥…各競技団体へ申し込み
※競技団体の申込先・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。
q同協会(t273－5522)

行政書士定例相談(要予約)
d毎月第２木曜日10時～12時、
13時～16時(祝・休日、年末年始
を除く)　b三重県行政書士会事
務局(広明町)　n遺産相続にかか
る遺言書・遺産分割協議書・各種
契約書などの作成や法人設立、許
認可申請書類の作成または提出手
続代理に関すること
@同行政書士会(t226－3137)へ

法的な困りごとは法テラスへ
d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)　n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
q法テラスサポートダイヤル(法
的トラブル)…t0570－078374、
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
…t0120－079714

行政書士による専門相談
d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(gs９人)を配布　
b津センターパレス３階　n遺言
書、遺産分割協議書などの作成に
係る相談　
q津市社会福祉協議会(t213－
7111)

登記相談(要予約)
d毎月第２・４火曜日
13時～16時　b三重県
土地家屋調査士会館(河
辺町)　n不動産(土地・建物)の調
査、測量、表示登記、境界の相談
@同調査士会(t227－3616)へ

司法書士による専門相談
(相続・贈与・土地問題など)
d毎月第２土曜日13時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　※12
時から整理券(gs18人)を配布　

b津センターパレス３階
q津市社会福祉協議会(t213－
7111)

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)
d毎月第３金曜日13時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
b市本庁舎　g３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(t080－
9995－1225、f050－3510－
9130)へ

不動産相談所(面談は要予約)
d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)　b三重県不動産会
館(上浜町一丁目)　n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(t227－1010)へ

15
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遥拝所※２と忠魂碑※３が造られたことです。
　このように家城神社境内の石造物を見ること
で、近世には村の鎮守であった家城神社に、神
社合祀、社殿建設、天皇即位記念の石造物造
営、遥拝所・忠魂碑建造という流れから、当時
の日本の政治的背景が加味されていく過程を知
ることができます。
　現在参道には、平成時代に建てられたコンク
リートの灯籠が多数あります。さまざまな時代
に作られた趣の異なる石造物が立ち並ぶ家城神
社を、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

※１　複数の神社の祭神を一つの神社に合併すること
※２　遠く離れた場所に祭られている神仏などを参拝する場所
※３　明治維新以降、戦争などに出征し、死亡した地域出身の
　　　兵士のために制作された記念碑

　ＪＲ家城駅北東の雲出川南岸に位置する家城
神社は、近世以前「諏訪神社」と呼ばれていま
したが、明治末期の神社合祀※１により現在の名
称になりました。
　境内には、近世
以降の石造物が多
く見られます。社
務所の脇には、宝
永３(1706)年銘の
水船があり、前面
には南家城村の森川氏によって寄進されたこと
が分かる銘が刻まれています。また、参道の両
側には、天保４(1833)年銘の高さ156㎝の石灯
籠が２基あり、正面には「家内安全」と刻まれ
ています。

　家城神社は、明治44
(1911)年には本殿が、翌
年には社務所が造営さ
れ、神社の境内は大幅に
拡張されたと考えられて
います。大正４(1915)年
には大正天皇の即位に際
し、石灯籠・石橋・鳥
居・石柱など、多くの石
造物が造られました。さ
らに昭和３(1928)年には
拝殿が、昭和９年には現
在の本殿が造営され、家
城神社は、ほぼ現在と同

じ建物配置となりました。同時にさまざまな石
造物も造営されていますが、特に注目すべきは
皇居・皇大神宮・橿原神宮・伏見桃山御陵の

みずぶね 水船

参道の石灯籠

家城神社

ちゅうこんひようはいじょ

白山高

家城小
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催し物のご案内催し物のご案内

折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

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６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４年７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６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４年７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

2022

8

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

津平和のための戦争展

和の作品展 弐

津平和のための戦争展実行委員会
事務局
t080－7701－6431

無料

きらめき・アート2022 ギャラリー

ギャラリー

「きらめき・アート」プロジェクト
Mie 事務局
t090－8189－8366

26日(金)～29日(月)
10:00～17:00
(29日は15:00まで
最終入場は各日終了
時間の30分前）

26日(金)～28日(日)
10:00～17:00
(28日は16:00まで）

無料

無料

無料

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。

■久居アルスプラザ　アートスペース
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

日7 10:00 17:00夏休み！子ども広場
久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

無料
(一部有料のイベントがあります)

■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

土20 13:30 15:30 三重大学応援団
t080－1551－5959(力野)

土20 14:00 16:00 無料
(要事前申し込み)

展 示 施 設 等

日

■アストプラザ　アストホール

■久居アルスプラザ　ときの風ホール

■津リージョンプラザ

土6 10:20 15:30平和を考える市民のつどい 市人権課
t229－3165

1,000円

無料

3,500円

1,000円

日21 10:00 16:30 市文化振興課(津リージョンプラザ)
t229－3300

津市民文化祭 舞台芸術部門
「津市民吟剣詩舞のつどい」

劇団カラーズ第32回公演
「フィガロの結婚」

水24 19:00 20:30 NOK Saxophone Quartet
t080－3649－0217(福田)

NOK Saxophone Quartet 7th Concert
「ただいまっ！」私たちのふるさと公演

一般1,000円
高校生以下500円

金26 18:00 20:00 三重新音楽家協会中勢支部
t080－6969－2899

三重新音楽家協会 中勢支部演奏会
彩 irodori２ ～夏の終わりのコンサート～

一般1,500円
高校生以下1,000円

日28 13:30 15:30 The Salts and Sugars
t090－6590－5475(田中)

BIGBAND The Salts and Sugars
第26回コンサート

500円
(当日券のみ)

無料
(要入場券)

日7 13:30 15:30平和のための音楽会 平和のための音楽会実行委員会事務局
t090－8863－9118

500円
(協力金)

木・祝11 17:00 19:00村山響 帰国記念ピアノリサイタル 村山響ピアノリサイタル実行委員会
t080－3683－3718

一般3,000円
学生1,000円

日14 10:30第52回三重県ボディビル選手権大会
三重県ボディビル・フィットネス連盟
事務局
t234－5605

前売り2,000円
当　日2,500円

17:00
(予定)

①14:00
②18:30

①16:00
②20:30

①11:00
②14:00

①11:45
②14:45

入場料開演 終演催し物曜日

土20 劇団カラーズ事務局
t090－2578－6359

入場料など 問い合わせ

問い合わせ

開演 終演催し物曜日日

日

日7 バックステージツアー(小学生対象) 無料
(要事前申し込み)

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

水17 13:30 14:40月イチ アルス寄席 出演:入船亭小辰

水24 14:00 16:00格調高き昭和歌謡 格調高き昭和歌謡実行委員会
Mhaikei.matane.classic@gmail.com

イベント情報　津市民文化祭イベント情報　津市民文化祭

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練習成果を発表します。
津市民吟剣詩舞のつどい
と　き　８月21日(日)10時～(９時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
問い合わせ　文化振興課(津リージョンプラザ)　■t229－3300

◆舞台芸術部門◆

久居アルスプラザアートカレッジ
アートマネジメント講座２回目(全２回)

ブラスバンド部チアリーダー部
合同ステージ

入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

６日(土)・７(日)
９:30～16:30

生活文化情報センター
(展示室)

和の市みえ
t090－5622－1698(町野)

フォトジャーナリズム展三重
t080－5100－5448

フォトジャーナリズム展三重2022
いまを生きる私たちと水俣

白山町老人クラブ連合会
文化作品展

11日(木・祝)～14日(日)
10:00～17:00

26日(金)～28日(日)
９:00～16:00

生活文化情報センター
(展示室)

ギャラリー、アトリエ、カルチャー
ルーム、ひさいアートスクエア

無料

ギャラリー
第２回今を生きる作品展
ドライフラワー幸座
お姫様変身体験なども開催します

500円
(小中学生対象)

無料

■久居アルスプラザ
入場料などところ催し物と　き 問い合わせ

ぷてぃ・ぼぬーる
t090－1119－4447(桑木)

13日(土)９:30～17:00
14日(日)９:00～17:00

ギャラリー
カルチャーBOX2022
おもちゃに命を吹き込もう！
「キッズ映像クリエイター講座」

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161夏休み！子ども広場7日(日)10:00～17:00

日14 14:00 15:45
大阪交響楽団演奏会
ヴィヴァ！モーツァルト！
～珠玉のモーツァルト作品をあなたに～

一般2,500円
25歳以下1,000円

無料
(一部有料のイベント
があります)

■白山総合文化センター
入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

白山町老人クラブ連合会
t262－0372(今井)

21日(日)10:00～12:00

無料まちのギャラリー
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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６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４年７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６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４年７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

2022

8

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

津平和のための戦争展

和の作品展 弐

津平和のための戦争展実行委員会
事務局
t080－7701－6431

無料

きらめき・アート2022 ギャラリー

ギャラリー

「きらめき・アート」プロジェクト
Mie 事務局
t090－8189－8366

26日(金)～29日(月)
10:00～17:00
(29日は15:00まで
最終入場は各日終了
時間の30分前）

26日(金)～28日(日)
10:00～17:00
(28日は16:00まで）

無料

無料

無料

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。

■久居アルスプラザ　アートスペース
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

日7 10:00 17:00夏休み！子ども広場
久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

無料
(一部有料のイベントがあります)

■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

土20 13:30 15:30 三重大学応援団
t080－1551－5959(力野)

土20 14:00 16:00 無料
(要事前申し込み)

展 示 施 設 等

日

■アストプラザ　アストホール

■久居アルスプラザ　ときの風ホール

■津リージョンプラザ

土6 10:20 15:30平和を考える市民のつどい 市人権課
t229－3165

1,000円

無料

3,500円

1,000円

日21 10:00 16:30 市文化振興課(津リージョンプラザ)
t229－3300

津市民文化祭 舞台芸術部門
「津市民吟剣詩舞のつどい」

劇団カラーズ第32回公演
「フィガロの結婚」

水24 19:00 20:30 NOK Saxophone Quartet
t080－3649－0217(福田)

NOK Saxophone Quartet 7th Concert
「ただいまっ！」私たちのふるさと公演

一般1,000円
高校生以下500円

金26 18:00 20:00 三重新音楽家協会中勢支部
t080－6969－2899

三重新音楽家協会 中勢支部演奏会
彩 irodori２ ～夏の終わりのコンサート～

一般1,500円
高校生以下1,000円

日28 13:30 15:30 The Salts and Sugars
t090－6590－5475(田中)

BIGBAND The Salts and Sugars
第26回コンサート

500円
(当日券のみ)

無料
(要入場券)

日7 13:30 15:30平和のための音楽会 平和のための音楽会実行委員会事務局
t090－8863－9118

500円
(協力金)

木・祝11 17:00 19:00村山響 帰国記念ピアノリサイタル 村山響ピアノリサイタル実行委員会
t080－3683－3718

一般3,000円
学生1,000円

日14 10:30第52回三重県ボディビル選手権大会
三重県ボディビル・フィットネス連盟
事務局
t234－5605

前売り2,000円
当　日2,500円

17:00
(予定)

①14:00
②18:30

①16:00
②20:30

①11:00
②14:00

①11:45
②14:45

入場料開演 終演催し物曜日

土20 劇団カラーズ事務局
t090－2578－6359

入場料など 問い合わせ

問い合わせ

開演 終演催し物曜日日

日

日7 バックステージツアー(小学生対象) 無料
(要事前申し込み)

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

水17 13:30 14:40月イチ アルス寄席 出演:入船亭小辰

水24 14:00 16:00格調高き昭和歌謡 格調高き昭和歌謡実行委員会
Mhaikei.matane.classic@gmail.com

イベント情報　津市民文化祭イベント情報　津市民文化祭

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練習成果を発表します。
津市民吟剣詩舞のつどい
と　き　８月21日(日)10時～(９時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
問い合わせ　文化振興課(津リージョンプラザ)　■t229－3300

◆舞台芸術部門◆

久居アルスプラザアートカレッジ
アートマネジメント講座２回目(全２回)

ブラスバンド部チアリーダー部
合同ステージ

入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

６日(土)・７(日)
９:30～16:30

生活文化情報センター
(展示室)

和の市みえ
t090－5622－1698(町野)

フォトジャーナリズム展三重
t080－5100－5448

フォトジャーナリズム展三重2022
いまを生きる私たちと水俣

白山町老人クラブ連合会
文化作品展

11日(木・祝)～14日(日)
10:00～17:00

26日(金)～28日(日)
９:00～16:00

生活文化情報センター
(展示室)

ギャラリー、アトリエ、カルチャー
ルーム、ひさいアートスクエア

無料

ギャラリー
第２回今を生きる作品展
ドライフラワー幸座
お姫様変身体験なども開催します

500円
(小中学生対象)

無料

■久居アルスプラザ
入場料などところ催し物と　き 問い合わせ

ぷてぃ・ぼぬーる
t090－1119－4447(桑木)

13日(土)９:30～17:00
14日(日)９:00～17:00

ギャラリー
カルチャーBOX2022
おもちゃに命を吹き込もう！
「キッズ映像クリエイター講座」

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161夏休み！子ども広場7日(日)10:00～17:00

日14 14:00 15:45
大阪交響楽団演奏会
ヴィヴァ！モーツァルト！
～珠玉のモーツァルト作品をあなたに～

一般2,500円
25歳以下1,000円

無料
(一部有料のイベント
があります)

■白山総合文化センター
入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

白山町老人クラブ連合会
t262－0372(今井)

21日(日)10:00～12:00

無料まちのギャラリー
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あ け ぼ の
津 市 人 権 教 育 広 報 第33号

令和４年７月16日発行
教委人権教育課

t229－3253　f229－3017

戦争の事実を共に受け止めて
　

　これは、毎年８月６日に行われている広島平和記
念式典の「平和への誓い」で述べられた、小学６年

生の言葉です。かつての原爆や戦争による惨禍を、
今を生きる自分たちにつながる問題として考え、世
界に向けて平和へのメッセージを伝えています。
　今年２月、ロシアがウクライナに侵攻しました。
ミサイルによって破壊されていく町や、攻撃におび
え避難する人々の姿が何度も報じられました。ロシ
アやウクライナの人だけでなく、世界中の人々が衝
撃を受け、心を痛めています。しかし、「早く平和
になってほしい」と願っている私たちも、心のどこ
かで、「遠く離れたところで起きている、私たちと
は直接関係のない出来事」と思ってしまってはいな
いでしょうか。
　今回のあけぼのでは、命が奪われ、人権が侵され
るという戦争の事実を共に受け止めて、今を生きる
私たちの暮らしや社会を見つめ直し、これからどの
ような自分でありたいか、どのような社会を築いて
いきたいのかを、共に考えていきたいと思います。

　津市では、非核三原則を遵守し核兵器の廃絶
と軍備の縮小を全世界に強く訴えるとともに、
世界の恒久平和と人類の安全を願い、「非核・
平和都市」を宣言しています。戦争の悲惨さを
認識し、平和の尊さを次世代に語り継ぎ、伝え
ていくことを目的として、毎年７月15日から８
月15日を「平和を考える月間」として定めてい
ます。
　この期間中には「平和を考える市民のつど
い」で戦争に関する映画の上映をするととも
に、市民の皆さんから募集した折り鶴を千羽鶴
として展示し、展示後は広島平和記念公園内の
原爆の子の像に捧げます。他にも「原爆パネル
展」や「津平和のための戦争展」「平和のため
の音楽会」を開催します。
　また、香良洲歴史資料館では、市内の戦災被
害、戦時下の市民生活に関わる資料などを展示
しています。風化しつつある戦争の惨禍を次世

代に伝え継ぐとともに、命
の尊さや平和の大切さを考
えることができる場であ
り、東海地方でも数少ない
戦争と平和をテーマとした
施設です。
　これらの戦争の記憶は過
去の出来事で収まりません。私たちは誰もが皆
幸せに生きていく権利を持っています。しか
し、世界では、自分とは異なる価値観や考えの
人を排除したり排斥したりすることによる差別
や偏見が、紛争にまで至ってしまっている現実
があります。私たち一人一人が差別や偏見につ
いて、気付き、考え、対話を通して相手を理解
しようとすることが、平和な社会を構築してい
く第一歩ではないでしょうか。

　

)

　津市ではウクライナへの人道支援を目的と
して、市内12カ所に募金箱を設置していま
す。寄せられた募金は、国連UNHCR協会へ
送られます。

　実行委員会は1988年４月に市民の有志により発
足し、戦争展を中心に市民に平和の大切さを訴える
事業を行ってきました。戦争展は毎年夏に津リー
ジョンプラザで開催(津市共催)しているもので、今
年で34回目の開催となります。他に市内の戦争遺
跡フィールドワークや、小中学校の平和学習の出前
講座などの活動をしています。

　戦争展では、焼け野原になった津市街のパノラマ
写真、戦災地図、焼夷弾の残骸など津の空襲を伝え
る資料、国民学校の写真や教科書、生活用品など、
戦時中の学校や生活に関わる資料を展示していま
す。
　昨年度は、平和を願い語りつなぐ展示として、久
居農林高校放送部制作による映像作品「静かなる語
り部」(2021年)、「つなぐ～記憶のバトン～」
(2018年)を会場内で上映しました。

　また、会場内に毎年「津市戦災爆死者名簿」を掲
示しています。津市は空襲により戸籍まで焼失した
ため、戦災犠牲者の詳細が分かっていません。この
「名簿」は、実行委員会に先立つ市民有志の会が地
道に情報を集め、私たちが受け継いできているもの
で、現在1,400を超える人々が記載されています。
　毎年会場で、この名簿をじっとご覧になる人や、
そこに載っている名前の人について、ご自身の戦争

戦争展ではどのような展示をしていますか

体験を交えながら語ってくださる人がいます。津の
空襲では約2,500人が犠牲になったと推定されます
が、その一人一人に家族や暮らしがあったはずで
す。展示を通じて、当時を生き、戦争により奪われ
た数々の命や、残され戦後を生きてきた市民の思い
を想像していただけたらと思っています。

　戦後75年以上が経ち、自分自身の戦争体験を語
ることができる世代は少なくなりました。
　今、私は「戦争と平和を語りつなぎたい」と強く
思っています。戦争では、語ることができないほど
過酷な現実や、記録されない悲惨な状況があったと
思います。戦争の本質とは、そのように無残でむご
いものではないでしょうか。だからこそ、私たちは
「語られることのない」「カメラで写されることの
ない」戦争の実相にまで思いを巡らし、今を生きる
私たちの言葉で「戦争反対の思い」を語りつないで
いきたいのです。
　今年の戦争展のテーマは、「きりすてられたいの
ち、きりすてられるいのち」です。奪われていい命
なんてないはずなのに、戦争では多くの命や暮らし
が犠牲にされてきました。津の町に起こった空襲
や、今まさに世界各地で起こっている紛争について
語り合うことで、誰かが犠牲になることを見逃して
しまっている自分や、誰かを切り捨ててしまってい
る自分がいないか、皆さんと一緒に考えていきたい
と思っています。

「津平和のための戦争展（以下戦争展）」や実行
委員会の活動について教えてください

亀井さんが戦争展や実行委員会の活動で
伝えていきたいことを教えてください

　今回は「津平和のための戦争展」を通して戦争を語
りつなぐ活動を行っている、同戦争展実行委員会事務
局長の亀井浩さんに、実行委員会の活動内容や、活動
を通して戦争と平和について語りつなぎたい思いをお
聞きしました。

人・ひと

津平和のための戦争展
実行委員会事務局長

映像作品上映の様子映像作品上映の様子

第34回 津平和のための戦争展

と　き　８月６日(土)・７日(日)９時30分～
　16時30分
ところ　津リージョンプラザ３階生活文化
　情報センター(展示室)

～きりすてられたいのち、
　　　　　　 きりすてられるいのち～

しょうい

亀井 浩さん
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　戦後77年が経ち、その実体験を語ることのできる人も年々少なくなっています。現代に生きる私た
ちが、戦時下を生きた人たちから学び、そしてその学んだこと、感じたことを、次の世代につなげて
いくことが大切だと思います。

戦時下を生きた人から学び、つなぐ戦時下を生きた人から学び、つなぐ
松森久志さんが体験した戦争松森久志さんが体験した戦争古市順子さんが体験した空襲古市順子さんが体験した空襲

　昭和20年、私は女学校の３
年生(中学３年生)でした。私
の家は西町(養正小学校の東
側)にありました。戦争が激し
くなって、母ときょうだいは
大里に疎開をしていたので、私と父だけが西町に
残っていました。
　当時、私たち女学生は学徒動員により、今の津
球場の辺りにあった工場で、飛行機から爆弾を落
とすための部品を作っていました。大きな空襲の
あった６月26日も工場で働いていた私たちは、
11時ごろに空襲があるかもしれないと聞き、４列
に整列して阿漕浦海岸まで逃げました。工場にも
防空壕がありましたが、そこに入れるのは工場長
や軍人さんだけだったからです。松林の中に身を
隠しながら空を見上げると、Ｂー29が飛んできて
工場の方に爆弾を落としていくのが見えました。
私たちは激しい爆撃の音に手で耳を押さえなが
ら、ずっと空を見上げていました。空襲が終わっ

て工場に戻ると、工場はめちゃくちゃになってい
ました。防空壕も吹き飛び、そこに逃げ込んだ人
たちはみんな亡くなっていました。
　その後も何度か空襲がありました。家の裏手の
玉置町(養正小学校付近)も爆弾でめちゃくちゃに
なりました。でも、そのときのことは恐ろしかっ
たということしか思い出せません。焼夷弾空襲の
あった７月28日は、近所の人から「今晩は大きな
空襲が来るかもしれない」と言われ、大里まで避
難しました。夜になり空襲警報で目が覚めると、
自宅がある方の空が真っ赤になっていました。数
日して戻ったときには、塔世橋から向こうは一面
焼け野原で、私の家も全部なくなっていました。
　戦争が終わって津の町も
すっかり変わりました。で
も、今の若い人たちにはこ
の町で恐ろしい戦争があっ
たことを忘れずにいてほし
いと思っています。

亀井カノンさんが体験した空襲亀井カノンさんが体験した空襲

塔世橋に残る爆撃の跡

　昭和19年、近衛兵
として皇居を守備す
るため、東京に行く
ことになりました。
誇らしさと共に、従
軍することへの怖さ
もありましたが、近
衛兵に選抜されたこ
とで地元である白山町家城の人たちや、何より父
親が非常に喜んでくれたことをよく覚えています。
　従軍中には、死に直面したことが何度かありま
した。赤坂で起きた暴動の鎮圧に向かったとき、
米軍機の急降下爆撃を浴びました。自隊の上官が
「退避！」と命じてくれたためなんとか助かりま
したが、合流していた友軍の部隊は「早駆け！」
と命じられて進軍し、爆弾を受けてほぼ全滅して
しまいました。
　東京大空襲の時は皇居周辺にも多くの焼夷弾が
降り注ぎ、翌日には不発弾の処理を命じられまし
た。さすがにそれは…と躊躇していると、隣にい
た同期の上等兵が「自分が行きます」と名乗り出
て、不発弾を抱えて防火水槽に飛び込みました
が、その瞬間爆発して亡くなってしまいました。
同期が自分の身代わりになったのでは…と何とも
言えない気持ちになりました。
　この時代はどのようなことであっても、上官か
ら出た命令に対して「できません」「嫌です」と
いうことは言えませんでした。どうしてもできな
いことは黙っているしかなかったのです。
　昭和20年８月
15日に戦争は終
わりましたが、
GHQによる戦後
処理が始まり、
「いつ自分が呼
ばれるか」と生
きた心地がしま
せんでした。８月15日未明の「宮城事件※」に、
事情がよく分からないまま命令を受け、関わって
しまったからです。９月になって帰郷命令が出
て、ようやく「戦争が終わった」という実感が持
てました。

　戦後は、まず何よりも「自分の身代わりにさせ
てしまった」と思っていた同期の上等兵のお墓参
りのために九州へ行きました。お母さんと面会す
ることができ、その時の状況を伝え、わびたので
すが、「近衛兵として、名誉の戦死を遂げた息子
が誇らしい」と言われました。75年も前のことで
すが、この時の様子は鮮明に覚えています。今と
なってはそのお母さんの本当の思いを知るすべは
ありません。
　帰郷や戦友の墓参りの際に東京をはじめさまざ
まな街を見ましたが、大きな都市はどこも焼け野
原になっていました。情報が統制されていて、全
国的にここまで被害を受けていたとは思っていま
せんでした。
　戦時下を生きた世代として、次の世代へ伝えた
いことがあります。
　戦争はどんな理由
があっても結局は命
の奪い合いです。意
見が分かれることも
ありますが、戦争と
いう手段を取ること
は絶対に避けなけれ
ばなりません。ま
た、あの時代は自分も含めた多くの人々は思って
いることを口にすることができませんでした。今
はほとんど何でも言える社会になってきています
が、だからこそよく考えてものを言わなければな
らないと思っています。　
　長い間土地に関する仕事をしてきました。昔は
「貴重な水をみんなで分け合う、そのためにどう
したらいいか」という方向で話ができたのです
が、いつからか自分の利益だけでものを言う人が
増えてきたと感じています。人間は時に相手の言
葉や言い方によってぶつかり合うこともありま
す。その際に自分の主張ばかりではなく相手の言
葉にも耳を傾け、歩み寄っていく姿勢が必要で
す。そのような姿勢が個人においては争いを遠ざ
け、国家間においては戦争を回避していくことに
つながる、と私は思っています。
※終戦を国民に告げる「玉音放送」を巡って近衛師団司令部で起
　こった争い

　昭和20年、私は栗真(今の三
重大学の辺り)に住んでいまし
た。父は前の年に出征して、
家には母と私たちきょうだい
しかいませんでした。当時、
出征する兵隊さんを見送るの
は私たち子どもの役目で、学校で教えられた通り
大きく元気な声で兵隊さんを見送ったのを覚えて
います。
　私は国民学校の２年生(小学２年生)でしたが、学
校にいるときに警戒警報が鳴ると授業は中断し
て、私たちは家まで走って防空壕に逃げ込みまし
た。かぼちゃ畑の真ん中にいるとき、戦闘機が
真っすぐこちらに向かってきたこともありました。
怖くて立ちすくんでいる私を、母が覆いかぶさる
ようにしてかばってくれたのを覚えています。
　７月28日、夜中の23時過ぎに母の「坊や、起
きなさい！！」と絶叫する声で目が覚めました。
東側の窓からは近くの工場が真っ赤になって燃え
ているのが見えました。列車に乗るため、津駅ま

で走りました。熱風で火
の粉が舞い、Ｂー29が空を
埋め尽くし、焼夷弾が火
を噴きながら落ちてくる
様子は今でも記憶に蘇っ
てきます。ようやく乗った
列車は満員でした。阿漕駅
では、燃え上がる駅舎に列
車が停車できず、待ってい
た人たちは徐行する列車に飛び乗りました。
　終戦直後、西古河の大イチョウの前から見た、
焼け野原になった津の町は忘れられません。父は
戦地から戻りましたが、体は弱り切っていて、寝
たきりになり、間もなく亡くなりました。私が見
送った兵隊さんたちも、ほとんどが戦地で亡く
なったことを知りました。今でも「私たちがあの
人たちを戦地に送ってしまったのだ」という思い
があります。私は、あの戦争の中を生きた一人と
して、戦争反対の思いを込めて、自分の体験を
語っていきたいと思っています。
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戦災からよみがえった大イチョウ戦災からよみがえった大イチョウ

とことめの里一志での講演(平成27年２月) 

白山中学校での講演(平成29年10月)
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久志さん（左）と息子の薫さん
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戦争の事実を共に受け止めて
　

　これは、毎年８月６日に行われている広島平和記
念式典の「平和への誓い」で述べられた、小学６年

生の言葉です。かつての原爆や戦争による惨禍を、
今を生きる自分たちにつながる問題として考え、世
界に向けて平和へのメッセージを伝えています。
　今年２月、ロシアがウクライナに侵攻しました。
ミサイルによって破壊されていく町や、攻撃におび
え避難する人々の姿が何度も報じられました。ロシ
アやウクライナの人だけでなく、世界中の人々が衝
撃を受け、心を痛めています。しかし、「早く平和
になってほしい」と願っている私たちも、心のどこ
かで、「遠く離れたところで起きている、私たちと
は直接関係のない出来事」と思ってしまってはいな
いでしょうか。
　今回のあけぼのでは、命が奪われ、人権が侵され
るという戦争の事実を共に受け止めて、今を生きる
私たちの暮らしや社会を見つめ直し、これからどの
ような自分でありたいか、どのような社会を築いて
いきたいのかを、共に考えていきたいと思います。

　津市では、非核三原則を遵守し核兵器の廃絶
と軍備の縮小を全世界に強く訴えるとともに、
世界の恒久平和と人類の安全を願い、「非核・
平和都市」を宣言しています。戦争の悲惨さを
認識し、平和の尊さを次世代に語り継ぎ、伝え
ていくことを目的として、毎年７月15日から８
月15日を「平和を考える月間」として定めてい
ます。
　この期間中には「平和を考える市民のつど
い」で戦争に関する映画の上映をするととも
に、市民の皆さんから募集した折り鶴を千羽鶴
として展示し、展示後は広島平和記念公園内の
原爆の子の像に捧げます。他にも「原爆パネル
展」や「津平和のための戦争展」「平和のため
の音楽会」を開催します。
　また、香良洲歴史資料館では、市内の戦災被
害、戦時下の市民生活に関わる資料などを展示
しています。風化しつつある戦争の惨禍を次世

代に伝え継ぐとともに、命
の尊さや平和の大切さを考
えることができる場であ
り、東海地方でも数少ない
戦争と平和をテーマとした
施設です。
　これらの戦争の記憶は過
去の出来事で収まりません。私たちは誰もが皆
幸せに生きていく権利を持っています。しか
し、世界では、自分とは異なる価値観や考えの
人を排除したり排斥したりすることによる差別
や偏見が、紛争にまで至ってしまっている現実
があります。私たち一人一人が差別や偏見につ
いて、気付き、考え、対話を通して相手を理解
しようとすることが、平和な社会を構築してい
く第一歩ではないでしょうか。

　

)

　津市ではウクライナへの人道支援を目的と
して、市内12カ所に募金箱を設置していま
す。寄せられた募金は、国連UNHCR協会へ
送られます。

　実行委員会は1988年４月に市民の有志により発
足し、戦争展を中心に市民に平和の大切さを訴える
事業を行ってきました。戦争展は毎年夏に津リー
ジョンプラザで開催(津市共催)しているもので、今
年で34回目の開催となります。他に市内の戦争遺
跡フィールドワークや、小中学校の平和学習の出前
講座などの活動をしています。

　戦争展では、焼け野原になった津市街のパノラマ
写真、戦災地図、焼夷弾の残骸など津の空襲を伝え
る資料、国民学校の写真や教科書、生活用品など、
戦時中の学校や生活に関わる資料を展示していま
す。
　昨年度は、平和を願い語りつなぐ展示として、久
居農林高校放送部制作による映像作品「静かなる語
り部」(2021年)、「つなぐ～記憶のバトン～」
(2018年)を会場内で上映しました。

　また、会場内に毎年「津市戦災爆死者名簿」を掲
示しています。津市は空襲により戸籍まで焼失した
ため、戦災犠牲者の詳細が分かっていません。この
「名簿」は、実行委員会に先立つ市民有志の会が地
道に情報を集め、私たちが受け継いできているもの
で、現在1,400を超える人々が記載されています。
　毎年会場で、この名簿をじっとご覧になる人や、
そこに載っている名前の人について、ご自身の戦争

戦争展ではどのような展示をしていますか

体験を交えながら語ってくださる人がいます。津の
空襲では約2,500人が犠牲になったと推定されます
が、その一人一人に家族や暮らしがあったはずで
す。展示を通じて、当時を生き、戦争により奪われ
た数々の命や、残され戦後を生きてきた市民の思い
を想像していただけたらと思っています。

　戦後75年以上が経ち、自分自身の戦争体験を語
ることができる世代は少なくなりました。
　今、私は「戦争と平和を語りつなぎたい」と強く
思っています。戦争では、語ることができないほど
過酷な現実や、記録されない悲惨な状況があったと
思います。戦争の本質とは、そのように無残でむご
いものではないでしょうか。だからこそ、私たちは
「語られることのない」「カメラで写されることの
ない」戦争の実相にまで思いを巡らし、今を生きる
私たちの言葉で「戦争反対の思い」を語りつないで
いきたいのです。
　今年の戦争展のテーマは、「きりすてられたいの
ち、きりすてられるいのち」です。奪われていい命
なんてないはずなのに、戦争では多くの命や暮らし
が犠牲にされてきました。津の町に起こった空襲
や、今まさに世界各地で起こっている紛争について
語り合うことで、誰かが犠牲になることを見逃して
しまっている自分や、誰かを切り捨ててしまってい
る自分がいないか、皆さんと一緒に考えていきたい
と思っています。

「津平和のための戦争展（以下戦争展）」や実行
委員会の活動について教えてください

亀井さんが戦争展や実行委員会の活動で
伝えていきたいことを教えてください

　今回は「津平和のための戦争展」を通して戦争を語
りつなぐ活動を行っている、同戦争展実行委員会事務
局長の亀井浩さんに、実行委員会の活動内容や、活動
を通して戦争と平和について語りつなぎたい思いをお
聞きしました。

人・ひと

津平和のための戦争展
実行委員会事務局長

映像作品上映の様子映像作品上映の様子

第34回 津平和のための戦争展

と　き　８月６日(土)・７日(日)９時30分～
　16時30分
ところ　津リージョンプラザ３階生活文化
　情報センター(展示室)

～きりすてられたいのち、
　　　　　　 きりすてられるいのち～

しょうい

亀井 浩さん
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　229－3310　　229－3346

　歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。痛くな
いから大丈夫と思わずに、かかりつけの歯科医を持
ち、定期的に健診を受けましょう。８月1日(月) ～
11月 30日(水) に、市内の歯周病検診協力医療機
関で 30・40・50・60・70 歳の人を対象に歯周
病検診を無料で実施します。詳しくは、７月下旬に
送付する案内通知をご確認ください。

予防接種を計画的に受けましょう 令和４年度定期予防接種対象年齢
（期間：令和４年４月～令和５年３月）

　下表の　　　 および　　　 は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象期間です。病気にかかりやすい
時期を考慮して定められた期間(標準的な接種期間)である　　　 の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

ジフテリア（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・
破傷風（Ｔ）・ポリオ（IPV）
【DPT－IPV、DPT、DT、IPV】

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

ロタリックス
（１価ワクチン）

ロタテック
（５価ワクチン）

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

小児肺炎球菌

Ｂ型肝炎

結核（ＢＣＧ）

ジフテリア・破傷風
【ＤＴ】第２期

麻しん(はしか)・
風しん混合【ＭＲ】

水痘(水ぼうそう)

平成19年４月２日生～

平成19年４月２日～
平成21年10月１日生

平成18年４月２日生～

平成９年４月２日～
平成18年４月１日生

日本脳炎

予防接種の種類

定期予防接種
対象年齢

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス

（
子
宮
頸
が
ん
）

け
い

〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
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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≪初期≫
と　き　８月22日(月)10時～11時
ところ　芸濃保健センター
内　容　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。
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
定　員　先着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　７月22日(金)から同保健センターへ

マタニティ倶楽部
と　き　８月10日(水)10時～11時45分
ところ　中央保健センター
内容など　妊娠中から心がけること、出産について
考えてみよう(助産師による講話)
対　象　妊婦とその夫(パートナー)
定　員　先着15組程度
申し込み　７月20日(水)から同保健センターへ

健康相談、栄養相談
と　き　８月22日(月)９時30分～11時
ところ　白山保健センター
内　容　保健師、栄養士による相談や血圧測定など
対　象　18歳以上
定　員　先着３人
申し込み　７月25日(月)から同保健センターへ
※上記以外の保健センターでは、予約による健康相
談を実施しています。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。

　栄養や調理の基礎など活動に必要な知識・技
術を学びます。食生活改善推進員になって、自
分自身や地域の健康について一緒に考えてみま
せんか。
と　き　９月６日・20日、10月４日・18日、
11月１日・15日いずれも火曜日９時～12時
15分　※９月20日は13時～16時15分
ところ　中央保健センター
対　象　受講後に食生活改善推進協議会に入会
し地域で活動できる人
定　員　先着20人
受講費　1,800円(テキスト代・資料代)
申し込み　７月26日(火)～９月５日(月)に直接
窓口または電話で同保健センターへ

女性の健康アップ教室(全２回)
　女性に起こりやすい病気や症状を知り、若い時か
らの健康づくりとセルフケアについて一緒に考えて
みませんか。子ども連れでの参加も大歓迎です！

ところ　中央保健センター
対　象　65歳未満の女性(両日参加できる人)
定　員　先着15人
申し込み　７月22日(金)から直接窓口または電話で
同保健センターへ

こつ

毎日骨こつ！
骨元気生活１回目

２回目 運動で変わる！
スタイルアップ

骨密度測定と、栄養
士による講話・レシ
ピ紹介

体力測定と自宅でも
できる簡単な運動の
紹介

テーマ

24日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

31日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

とき(8月) 内　容

１期

１期

２期

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

６～24週６～24週

６～32週６～32週

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

１歳未満１歳未満

１歳未満１歳未満
生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。
27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

３カ月～７歳６カ月未満３カ月～７歳６カ月未満

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種

１～２歳未満１～２歳未満

６カ月～７歳６カ月未満６カ月～７歳６カ月未満

〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）

１回接種１回接種

１～３歳未満１～３歳未満

１回接種１回接種

２期

９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

定期接種の期間にご注意ください。

※初回接種は、生後２カ月から出生14週６日後までの
　間を標準的な接種期間として接種することが望まし
　いとされています。

７歳６カ月～９歳未満は対象外となります。

27～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

27日以上あけて２回接種します。

６～28日の間隔をあけて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

※※

※※ それぞれ27日以上あけて３回接種します。

27日以上の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12カ月以降に追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を
受けます。ＤＴを使用する場合は、上記同様の間隔をあけて初回
接種（２回）、追加接種（１回）を受けます。

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔をあけて２回目を受けます。

平成18年４月２日～平成23年４月１日生まれの女子

３回接種

（小学６年生～
高校１年生相当）

平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれの女子
〈キャッチアップ接種〉予防接種施行令により、平成９年４月２日～平成18年４月１日に生まれた人は、
　　　　　　　　　　　令和７年３月31日までの間、定期接種として行うことができます。

平成18年４月２日～平成20年４月１日生まれは令和７年３月31日まで
　定期接種として行うことができます。

３回接種

詳しくは津市ホームページを
ご覧ください。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

津市第３次健康づくり計画は、国の健康づくり計
画「健康日本21(第二次)」の期間が１年間延長され
たことに伴い、令和５年度まで１年間延長します。

●上記のうち、　　 は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けるこ
とができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となり
ます。ただし、ヒブは10 歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合
（DPT-IPV）は15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。
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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　　　　229－1199コール

センター
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/

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）

0120－840－299
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

健診センター等で受ける施設検診

※○は定員なし、数字は定員(人)

※数字は定員(人)

検(健)診会場　近畿健康管理センター「ＫＫＣ健康スクエア」（あのつ台四丁目）
予約先　　233－5489　※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※８月11日(木・祝)～16日㈫は音声案内のみとなります。

検(健)診当日の受付時間　午前：８時30分～11時
　　　　　　　　　　午後：13時30分～15時30分

保健センター等で受ける地域巡回検診

※数字は定員(人)

予約先　三重県健康管理事業センター「健診センターサンテ」　　221－5115
※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※インターネットによる仮予約も可能です。

検(健)診会場　三重県健康管理事業センター「健診センターサンテ」（観音寺町）
予約先　　221－5115　※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※インターネットによる仮予約も可能です。

白山保健センター

美杉保健センター

竹原地域住民センター

久居体育館
 

 

一志保健センター

河芸保健センター

安濃保健センター

美里保健センター

香良洲保健センター

芸濃保健センター

検診会場 と　き 申込開始日

と　き

９月22日㈭

30日㈮

10月３日㈪

12日㈬

16日㈰

29日㈯

９月21日㈬

10月19日㈬

10月26日㈬

10月26日㈬

９月28日㈬

10月28日㈮

10月４日㈫

10月５日㈬

10月14日㈮

10月17日㈪

10月18日㈫

10月25日㈫

８月９日㈫

８月１日㈪

９月２日㈮

８月10日㈬

８月22日㈪

８月29日㈪

８月31日㈬

８月23日㈫

８月26日㈮
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申込開始日
胃がん
内視鏡

午前

午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午後

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん） 大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康診査
（39歳以下）

胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん/結核）大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康
診査
（39歳
以下）

検(健)診当日の受付時間　午前：９時～11時
　　　　　　　　　　午後：13時30分～15時30分

がん検診・39歳以下健康診査（集団）
●検診は、健診センターや保健センターなどで受
けることができます。受診には予約が必要です
(結核健診を除く)。※右ページ参照

●予約・受診の際には受診券が必要です。受診券
の発行受け付けは、広報津６月16日号と同時
期に配布の「津市がん検診と健康診査のご案
内」をご確認ください。津市ホームページから
のオンライン申請が便利です。

●定員はいずれも先着順です。

●非課税世帯・生活保護受給世帯の受診料は全額
免除です（証明書類が必要）。なお、令和４年度
から全額免除のための証明書類を一部変更して
います。
●天候、感染症の流行等により、日時、内容等が
変更または中止になる場合があります。最新の
情報は津市のホームページでご確認ください。

各検診の対象者と受診料

●対象者の年齢は令和５年３月31日時点の年齢です。
●受診料のかっこ内は国民健康保険被保険者および75歳以上の人の金額です。

※１　50歳以上偶数年齢の人は、内視鏡検査(胃カメラ)かX線検査(バリウム)のいずれか一方を受診できます
※２　健診センター等で受ける施設検診については、肺がん検診のみ受診可
※３　申し込みは、各実施日の10日前まで(２日分の便を採取する検査です)

　感染予防対策として、受診者への体温測定、
マスクの着用、手指消毒などを行っています。

がん検診 対　象 受診料

胃がん検診※1

乳がん検診

大腸がん検診※３

子宮頸がん検診

胸部X線検診※２

（肺がん／結核）

内視鏡：胃カメラ

X線：マンモグラフィ

超音波：エコー

3,000（1,000）円

1,000（600）円

500（300）円

1,000（600）円

健康診査（39歳以下） 1,600（500）円

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

600（300）円

700（300）円

1,000（500）円

1,500（700）円

Ｘ線：バリウム

500（200）円、
かく痰検査は700（500）円追加、
結核健診は無料

50歳以上偶数年齢の人

40歳以上の人

40歳以上の人

20歳以上の女性

19～ 39歳の人

55・60・65・70・75歳の男性

40歳以上の人（65歳以上の人は、肺がん
検診か結核健診のいずれか一方）

40歳の人、41歳以上の人で過去に津市
の肝炎ウイルス検診を受診していない人

30～39 歳の女性、 41～59 歳の奇
数年齢の女性

40～ 60 歳の偶数年齢の女性、61 歳
以上の人で前年度に津市の乳がん検診
（マンモグラフィ）を受診していない女性

と　き

９月16日㈮

27日㈫

10月３日㈪

７日㈮

16日㈰

20日㈭

８月９日㈫
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申込開始日
胃がん
内視鏡

午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん） 大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康診査
（39歳以下）
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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　　　　229－1199コール

センター
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/

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）

0120－840－299
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

健診センター等で受ける施設検診

※○は定員なし、数字は定員(人)

※数字は定員(人)

検(健)診会場　近畿健康管理センター「ＫＫＣ健康スクエア」（あのつ台四丁目）
予約先　　233－5489　※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※８月11日(木・祝)～16日㈫は音声案内のみとなります。

検(健)診当日の受付時間　午前：８時30分～11時
　　　　　　　　　　午後：13時30分～15時30分

保健センター等で受ける地域巡回検診

※数字は定員(人)

予約先　三重県健康管理事業センター「健診センターサンテ」　　221－5115
※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※インターネットによる仮予約も可能です。

検(健)診会場　三重県健康管理事業センター「健診センターサンテ」（観音寺町）
予約先　　221－5115　※月～金曜日８時30分～17時15分（祝・休日を除く）
※インターネットによる仮予約も可能です。

白山保健センター

美杉保健センター

竹原地域住民センター

久居体育館
 

 

一志保健センター

河芸保健センター

安濃保健センター

美里保健センター

香良洲保健センター

芸濃保健センター

検診会場 と　き 申込開始日

と　き

９月22日㈭

30日㈮

10月３日㈪

12日㈬

16日㈰
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申込開始日
胃がん
内視鏡

午前

午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午後

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん） 大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康診査
（39歳以下）

胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん/結核）大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康
診査
（39歳
以下）

検(健)診当日の受付時間　午前：９時～11時
　　　　　　　　　　午後：13時30分～15時30分

がん検診・39歳以下健康診査（集団）
●検診は、健診センターや保健センターなどで受
けることができます。受診には予約が必要です
(結核健診を除く)。※右ページ参照

●予約・受診の際には受診券が必要です。受診券
の発行受け付けは、広報津６月16日号と同時
期に配布の「津市がん検診と健康診査のご案
内」をご確認ください。津市ホームページから
のオンライン申請が便利です。

●定員はいずれも先着順です。

●非課税世帯・生活保護受給世帯の受診料は全額
免除です（証明書類が必要）。なお、令和４年度
から全額免除のための証明書類を一部変更して
います。
●天候、感染症の流行等により、日時、内容等が
変更または中止になる場合があります。最新の
情報は津市のホームページでご確認ください。

各検診の対象者と受診料

●対象者の年齢は令和５年３月31日時点の年齢です。
●受診料のかっこ内は国民健康保険被保険者および75歳以上の人の金額です。

※１　50歳以上偶数年齢の人は、内視鏡検査(胃カメラ)かX線検査(バリウム)のいずれか一方を受診できます
※２　健診センター等で受ける施設検診については、肺がん検診のみ受診可
※３　申し込みは、各実施日の10日前まで(２日分の便を採取する検査です)

　感染予防対策として、受診者への体温測定、
マスクの着用、手指消毒などを行っています。

がん検診 対　象 受診料

胃がん検診※1

乳がん検診

大腸がん検診※３

子宮頸がん検診

胸部X線検診※２

（肺がん／結核）

内視鏡：胃カメラ

X線：マンモグラフィ

超音波：エコー

3,000（1,000）円

1,000（600）円

500（300）円

1,000（600）円

健康診査（39歳以下） 1,600（500）円

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

600（300）円

700（300）円

1,000（500）円

1,500（700）円

Ｘ線：バリウム

500（200）円、
かく痰検査は700（500）円追加、
結核健診は無料

50歳以上偶数年齢の人

40歳以上の人

40歳以上の人

20歳以上の女性

19～ 39歳の人

55・60・65・70・75歳の男性

40歳以上の人（65歳以上の人は、肺がん
検診か結核健診のいずれか一方）

40歳の人、41歳以上の人で過去に津市
の肝炎ウイルス検診を受診していない人

30～39 歳の女性、 41～59 歳の奇
数年齢の女性

40～ 60 歳の偶数年齢の女性、61 歳
以上の人で前年度に津市の乳がん検診
（マンモグラフィ）を受診していない女性

と　き

９月16日㈮

27日㈫

10月３日㈪

７日㈮

16日㈰

20日㈭

８月９日㈫

13

13

13

13

13

13

40

40

40

40

40

40

８

８

８

８

８

8

50

50

50

50

50

50

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

40

40

40

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7

7

7

7

7

7

16

16

16

16

16

16

申込開始日
胃がん
内視鏡
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胃がん
Ｘ線

胸部X線
（肺がん） 大腸がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモグラフィ

乳がん
エコー

前立腺
がん

肝炎
ウイルス

健康診査
（39歳以下）



健康づくりだより健康づくりだより

健康づくりだより
折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

令和４年7月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3346

　歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。痛くな
いから大丈夫と思わずに、かかりつけの歯科医を持
ち、定期的に健診を受けましょう。８月1日(月) ～
11月 30日(水) に、市内の歯周病検診協力医療機
関で 30・40・50・60・70 歳の人を対象に歯周
病検診を無料で実施します。詳しくは、７月下旬に
送付する案内通知をご確認ください。

予防接種を計画的に受けましょう 令和４年度定期予防接種対象年齢
（期間：令和４年４月～令和５年３月）

　下表の　　　 および　　　 は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象期間です。病気にかかりやすい
時期を考慮して定められた期間(標準的な接種期間)である　　　 の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

ジフテリア（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・
破傷風（Ｔ）・ポリオ（IPV）
【DPT－IPV、DPT、DT、IPV】

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

ロタリックス
（１価ワクチン）

ロタテック
（５価ワクチン）

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

小児肺炎球菌

Ｂ型肝炎

結核（ＢＣＧ）

ジフテリア・破傷風
【ＤＴ】第２期

麻しん(はしか)・
風しん混合【ＭＲ】

水痘(水ぼうそう)

平成19年４月２日生～

平成19年４月２日～
平成21年10月１日生

平成18年４月２日生～

平成９年４月２日～
平成18年４月１日生

日本脳炎

予防接種の種類

定期予防接種
対象年齢

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス

（
子
宮
頸
が
ん
）

け
い

〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
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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≪初期≫
と　き　８月22日(月)10時～11時
ところ　芸濃保健センター
内　容　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。
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
定　員　先着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　７月22日(金)から同保健センターへ

マタニティ倶楽部
と　き　８月10日(水)10時～11時45分
ところ　中央保健センター
内容など　妊娠中から心がけること、出産について
考えてみよう(助産師による講話)
対　象　妊婦とその夫(パートナー)
定　員　先着15組程度
申し込み　７月20日(水)から同保健センターへ

健康相談、栄養相談
と　き　８月22日(月)９時30分～11時
ところ　白山保健センター
内　容　保健師、栄養士による相談や血圧測定など
対　象　18歳以上
定　員　先着３人
申し込み　７月25日(月)から同保健センターへ
※上記以外の保健センターでは、予約による健康相
談を実施しています。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。

　栄養や調理の基礎など活動に必要な知識・技
術を学びます。食生活改善推進員になって、自
分自身や地域の健康について一緒に考えてみま
せんか。
と　き　９月６日・20日、10月４日・18日、
11月１日・15日いずれも火曜日９時～12時
15分　※９月20日は13時～16時15分
ところ　中央保健センター
対　象　受講後に食生活改善推進協議会に入会
し地域で活動できる人
定　員　先着20人
受講費　1,800円(テキスト代・資料代)
申し込み　７月26日(火)～９月５日(月)に直接
窓口または電話で同保健センターへ

女性の健康アップ教室(全２回)
　女性に起こりやすい病気や症状を知り、若い時か
らの健康づくりとセルフケアについて一緒に考えて
みませんか。子ども連れでの参加も大歓迎です！

ところ　中央保健センター
対　象　65歳未満の女性(両日参加できる人)
定　員　先着15人
申し込み　７月22日(金)から直接窓口または電話で
同保健センターへ

こつ

毎日骨こつ！
骨元気生活１回目

２回目 運動で変わる！
スタイルアップ

骨密度測定と、栄養
士による講話・レシ
ピ紹介

体力測定と自宅でも
できる簡単な運動の
紹介

テーマ

24日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

31日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

とき(8月) 内　容

１期

１期

２期

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

６～24週６～24週

６～32週６～32週

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

１歳未満１歳未満

１歳未満１歳未満
生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。
27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

３カ月～７歳６カ月未満３カ月～７歳６カ月未満

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種

１～２歳未満１～２歳未満

６カ月～７歳６カ月未満６カ月～７歳６カ月未満

〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）

１回接種１回接種

１～３歳未満１～３歳未満

１回接種１回接種

２期

９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

定期接種の期間にご注意ください。

※初回接種は、生後２カ月から出生14週６日後までの
　間を標準的な接種期間として接種することが望まし
　いとされています。

７歳６カ月～９歳未満は対象外となります。

27～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

27日以上あけて２回接種します。

６～28日の間隔をあけて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

※※

※※ それぞれ27日以上あけて３回接種します。

27日以上の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12カ月以降に追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を
受けます。ＤＴを使用する場合は、上記同様の間隔をあけて初回
接種（２回）、追加接種（１回）を受けます。

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔をあけて２回目を受けます。

平成18年４月２日～平成23年４月１日生まれの女子

３回接種

（小学６年生～
高校１年生相当）

平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれの女子
〈キャッチアップ接種〉予防接種施行令により、平成９年４月２日～平成18年４月１日に生まれた人は、
　　　　　　　　　　　令和７年３月31日までの間、定期接種として行うことができます。

平成18年４月２日～平成20年４月１日生まれは令和７年３月31日まで
　定期接種として行うことができます。

３回接種

詳しくは津市ホームページを
ご覧ください。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

津市第３次健康づくり計画は、国の健康づくり計
画「健康日本21(第二次)」の期間が１年間延長され
たことに伴い、令和５年度まで１年間延長します。

●上記のうち、　　 は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けるこ
とができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となり
ます。ただし、ヒブは10 歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合
（DPT-IPV）は15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

令和４年７月16日発行
保険医療助成課

　229-3285　　229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合
　221-6883　　221-6881

　　療養費　
　次のようなとき、申請し必要と認められた場合
は、費用の一部が支給されます。
●急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
●医師の指示により、コルセットなどの補装具を
作ったとき

●医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージ
などの施術を受けたとき

　　第三者行為
　交通事故など、第三者の行為によってけがをして

自己負担限度額

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度
健康診査・保険給付について

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上
75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を
受けた人を含む)を対象としています。
　後期高齢者医療制度の保険証は、毎年８月１日に
更新します。令和４年度は、10月１日(土)から窓口
負担割合の見直し(２割負担)が実施されることか
ら、被保険者証は次のとおり２回に分けて簡易書留
で送付します。

後期高齢者健康診査
～生活習慣病等の早期発見のために～

後期高齢者歯科健康診査
～75歳からのお口の健康チェック～

～

被保険者証を発送しました

健康診査を受診しましょう

※１　基準収入額適用となった場合を除きます。
※２　過去１年間に外来＋入院の限度額を３回以上超えた時の４回目以降の額
※３　令和４年10月１日からは、１割または２割の人
※４　１年間(８月～翌年７月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
※５　指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
※６　過去１年間で入院した日数の合計
※７　過去１年間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた時の額

所得
区分

現役Ⅲ

現役Ⅱ

現役Ⅰ

一般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

１万8,000円※4 ５万7,600円
年４回目以降は４万4,400円※2

25万2,600円＋（総医療費－84万2,000円）×１％
年４回目以降は14万100円※2

16万7,400円＋（総医療費－55万8,000円）×１％
年４回目以降は９万3,000円※2

８万100円＋（総医療費－26万7,000円）×１％
年４回目以降は４万4,400円※2

同一世帯の全員が住民税非課税の場合（区分Ⅰ以外）

現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、区分Ⅰ・Ⅱ以外の人

３割

３割

３割

１割※3

１割

１割

２万4,600円

１万5,000円

所得基準
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯合算）
自己負
担割合

医療費が高額になったときには？

保険給付について

ありますので、詳しくはお問い合わせください。
●初めて認定証の交付を受ける人
　認定証の交付を受けるには申請が必要です。必要
な人は申請してください。
窓口負担割合が２割となる人には負担を抑える配慮
措置があります
　10月１日の施行から３年間(令和７年９月診療分
まで)は、２割負担となる人については、１カ月の
外来医療の負担増加額が最大3,000円となります(入
院は対象外)。
　配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、高額療
養費として、事前に登録している口座へ後日払い戻
します。また、口座登録のない人には高額療養費事
前申請書を送付します。
高額介護合算
　年間(毎年８月分～翌年７月分)の医療費の自己負
担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が
限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額
介護合算療養費として支給します。対象者には毎年
３月末に申請書が自動的に送付されます。

　　高額療養費
　１カ月の医療費が高額になったときは、申請によ
り下表の自己負担限度額を超えた額を高額療養費と
して支給します。一度申請すると、以後の高額療養
費は自動的に登録口座に振り込まれます。
　対象者には診療月の３カ月後以降に申請書が自動
的に送付されます。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負
担額減額認定証」の申請を！
　下表の所得区分で現役Ⅰ・Ⅱおよび区分Ⅰ・Ⅱに
該当する人は、申請により現役Ⅰ・Ⅱの人には「限
度額適用認定証」を、区分Ⅰ・Ⅱの人には「限度額
適用・標準負担額減額認定証」を交付します。１カ
月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額に
なる場合には、この認定証を医療機関へ提示するこ
とで、一部負担金が減額されます(区分Ⅰ・Ⅱの人
は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用とな
りますので、早めに申請してください(現役Ⅲ、一
般の区分の人は申請の必要はありません)。
●令和４年７月31日までの認定証の交付を受けてい
る人
　今年度も同一の認定証の交付対象者に該当する人
には、８月１日から使用できる「限度額適用認定
証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
が７月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自
動的に送付されます。８月になっても認定証が届か
ない場合は、交付対象者に該当していない可能性が

　高齢者の皆さんの健康管理と生活習慣病などの早
期発見のため、後期高齢者健康診査を受診しましょ
う。受診券等は、６月下旬から後期高齢者医療広域
連合から順次送付しています。受診方法について、
詳しくは受診券等をご覧ください。
対　象　８月31日(水)までに後期高齢者医療制度に
加入した人
受診券の送付スケジュール
●４月末時点の被保険者…６月下旬
●５～７月中に被保険者となった人…８月下旬
●８月中に被保険者となった人…９月下旬
受診期間　11月30日(水)まで
費　用　無料。ただし、２回目以降の受診について
は全額自己負担となります。

　口腔機能低下の予防と口腔健康意識の向上のた
め、後期高齢者歯科健康診査を実施しています。受
診券等は、８月下旬に後期高齢者医療広域連合から
送付します。受診方法について、詳しくは受診券等
をご覧ください。
対　象　三重県後期高齢者医療被保険者で、令和４
年３月31日現在、75歳・77歳・80歳の人
ところ　三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
(詳しくは受診券同封文書をご覧ください)
受診期間　９月１日(木)～12月20
日(火)
費　用　無料。ただし、２回目以
降の受診については全額自己負
担となります。

治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負
担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届
け出により後期高齢者医療保険で治療を受けること
ができます。
　　葬祭費
　被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行っ
た人に葬祭費として５万円が支給されます。
　　特定疾病(人工透析など)
　申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、
毎月の自己負担額は１万円までとなります。

住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が０円
となる場合（公的年金等の控除額は80万円として計算）

入院時の食事代
（１食当たり）

同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がい
る場合

同一世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被
保険者がいる場合※1

同一世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被
保険者がいる場合※1

8,000円

8,000円 100円

（91日～※6）160円※7

（～90日※6）210円

460円※5

●１回目の交付…７月中に紫色の被保険者証を送付
します(有効期限は令和４年９月30日)。
●２回目の交付…９月中に若草色の被保険者証を送
付します(有効期限は令和５年７月31日)。
　なお、現在お持ちの被保険者証(ピンク色)の有効
期限は７月31日(日)です。８月以降に保険医療助成
課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所
に返却してください。
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

令和４年７月16日発行
保険医療助成課

　229-3285　　229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合
　221-6883　　221-6881

　　療養費　
　次のようなとき、申請し必要と認められた場合
は、費用の一部が支給されます。
●急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
●医師の指示により、コルセットなどの補装具を
作ったとき

●医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージ
などの施術を受けたとき

　　第三者行為
　交通事故など、第三者の行為によってけがをして

自己負担限度額

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度
健康診査・保険給付について

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上
75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を
受けた人を含む)を対象としています。
　後期高齢者医療制度の保険証は、毎年８月１日に
更新します。令和４年度は、10月１日(土)から窓口
負担割合の見直し(２割負担)が実施されることか
ら、被保険者証は次のとおり２回に分けて簡易書留
で送付します。

後期高齢者健康診査
～生活習慣病等の早期発見のために～

後期高齢者歯科健康診査
～75歳からのお口の健康チェック～

～

被保険者証を発送しました

健康診査を受診しましょう

※１　基準収入額適用となった場合を除きます。
※２　過去１年間に外来＋入院の限度額を３回以上超えた時の４回目以降の額
※３　令和４年10月１日からは、１割または２割の人
※４　１年間(８月～翌年７月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
※５　指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
※６　過去１年間で入院した日数の合計
※７　過去１年間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた時の額

所得
区分

現役Ⅲ

現役Ⅱ

現役Ⅰ

一般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

１万8,000円※4 ５万7,600円
年４回目以降は４万4,400円※2

25万2,600円＋（総医療費－84万2,000円）×１％
年４回目以降は14万100円※2

16万7,400円＋（総医療費－55万8,000円）×１％
年４回目以降は９万3,000円※2

８万100円＋（総医療費－26万7,000円）×１％
年４回目以降は４万4,400円※2

同一世帯の全員が住民税非課税の場合（区分Ⅰ以外）

現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、区分Ⅰ・Ⅱ以外の人

３割

３割

３割

１割※3

１割

１割

２万4,600円

１万5,000円

所得基準
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯合算）
自己負
担割合

医療費が高額になったときには？

保険給付について

ありますので、詳しくはお問い合わせください。
●初めて認定証の交付を受ける人
　認定証の交付を受けるには申請が必要です。必要
な人は申請してください。
窓口負担割合が２割となる人には負担を抑える配慮
措置があります
　10月１日の施行から３年間(令和７年９月診療分
まで)は、２割負担となる人については、１カ月の
外来医療の負担増加額が最大3,000円となります(入
院は対象外)。
　配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、高額療
養費として、事前に登録している口座へ後日払い戻
します。また、口座登録のない人には高額療養費事
前申請書を送付します。
高額介護合算
　年間(毎年８月分～翌年７月分)の医療費の自己負
担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が
限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額
介護合算療養費として支給します。対象者には毎年
３月末に申請書が自動的に送付されます。

　　高額療養費
　１カ月の医療費が高額になったときは、申請によ
り下表の自己負担限度額を超えた額を高額療養費と
して支給します。一度申請すると、以後の高額療養
費は自動的に登録口座に振り込まれます。
　対象者には診療月の３カ月後以降に申請書が自動
的に送付されます。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負
担額減額認定証」の申請を！
　下表の所得区分で現役Ⅰ・Ⅱおよび区分Ⅰ・Ⅱに
該当する人は、申請により現役Ⅰ・Ⅱの人には「限
度額適用認定証」を、区分Ⅰ・Ⅱの人には「限度額
適用・標準負担額減額認定証」を交付します。１カ
月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額に
なる場合には、この認定証を医療機関へ提示するこ
とで、一部負担金が減額されます(区分Ⅰ・Ⅱの人
は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用とな
りますので、早めに申請してください(現役Ⅲ、一
般の区分の人は申請の必要はありません)。
●令和４年７月31日までの認定証の交付を受けてい
る人
　今年度も同一の認定証の交付対象者に該当する人
には、８月１日から使用できる「限度額適用認定
証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
が７月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自
動的に送付されます。８月になっても認定証が届か
ない場合は、交付対象者に該当していない可能性が

　高齢者の皆さんの健康管理と生活習慣病などの早
期発見のため、後期高齢者健康診査を受診しましょ
う。受診券等は、６月下旬から後期高齢者医療広域
連合から順次送付しています。受診方法について、
詳しくは受診券等をご覧ください。
対　象　８月31日(水)までに後期高齢者医療制度に
加入した人
受診券の送付スケジュール
●４月末時点の被保険者…６月下旬
●５～７月中に被保険者となった人…８月下旬
●８月中に被保険者となった人…９月下旬
受診期間　11月30日(水)まで
費　用　無料。ただし、２回目以降の受診について
は全額自己負担となります。

　口腔機能低下の予防と口腔健康意識の向上のた
め、後期高齢者歯科健康診査を実施しています。受
診券等は、８月下旬に後期高齢者医療広域連合から
送付します。受診方法について、詳しくは受診券等
をご覧ください。
対　象　三重県後期高齢者医療被保険者で、令和４
年３月31日現在、75歳・77歳・80歳の人
ところ　三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
(詳しくは受診券同封文書をご覧ください)
受診期間　９月１日(木)～12月20
日(火)
費　用　無料。ただし、２回目以
降の受診については全額自己負
担となります。

治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負
担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届
け出により後期高齢者医療保険で治療を受けること
ができます。
　　葬祭費
　被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行っ
た人に葬祭費として５万円が支給されます。
　　特定疾病(人工透析など)
　申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、
毎月の自己負担額は１万円までとなります。

住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が０円
となる場合（公的年金等の控除額は80万円として計算）

入院時の食事代
（１食当たり）

同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がい
る場合

同一世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被
保険者がいる場合※1

同一世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被
保険者がいる場合※1

8,000円

8,000円 100円

（91日～※6）160円※7

（～90日※6）210円

460円※5

●１回目の交付…７月中に紫色の被保険者証を送付
します(有効期限は令和４年９月30日)。
●２回目の交付…９月中に若草色の被保険者証を送
付します(有効期限は令和５年７月31日)。
　なお、現在お持ちの被保険者証(ピンク色)の有効
期限は７月31日(日)です。８月以降に保険医療助成
課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所
に返却してください。
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図書館たいむず図書館たいむず

・８月７日(日)…アニメ「忍たま乱太郎の宇宙大冒
険 with コズミックフロント☆ＮＥＸＴ」(50分)
・８月21日(日)…アニメ「くまのがっこう　パティ
シエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ」(33分)
と　き　いずれも14時～(13時30分開場)
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(t229－3321)

　「わらべ読み聞かせ部会」によるおはなし会「お
はなしの森」を、夏休みのスペシャル版で行います。
と　き　８月３日(水)15時～16時
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
定　員　先着40人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同文学館(t254－0011)

　子どもから大人まで楽しめる落語の寄席を行い
ます。
と　き　８月21日(日)10時～11時30分
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
演　者　切磋亭琢磨さん(寝床の会)ほか
対　象　小学生以上
定　員　先着30人
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または
　電話で同文学館(t254－0011)へ

と　き　８月27日(土)10時30分～12時
ところ　安濃図書館２階学習室
内　容　「やまびこ会」によるおはなし会のスペシャ
ル版(絵本、紙芝居、ゲームなど)
対　象　どなたでも(小学生以下
は保護者同伴)
定　員　先着16人
申し込み　８月１日(月)10時から
直接窓口または電話で同図書館
(t268－5822)へ

と　き　８月６日(土)９時30分～11時30分
ところ　美里文化センター２階
講　師　河原田誠教さん
対　象　小学生(３年生までは
保護者同伴)
定　員　先着10人
費　用　300円(材料費)
持ち物　はさみ、のり、定規、えんぴつ、消しゴ
ム、ホッチキス(持っている人)
申し込み　７月21日(木)から直接窓口または電話で
美里図書館(t279－8122)へ

　おはなしを考えるところから製本まで、全て手づ
くり。２回の教室で１冊のしかけ付き絵本が完成し
ます。
と　き　８月10日(水)、24日(水)９時30分～12時
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　小林茂美さん(手づくり絵本教室 夢工房)
対　象　小学生とその保護者
定　員　15人
費　用　1,500円(材料費)
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ
託　児　１才から就学前までの子どもの託児を10
　人まで行います(子ども１人に１回300円)。希望 
　する人は７月31日(日)までに申し込み

　手話を使った絵本の読み聞かせをします。
と　き　８月24日(水)14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　藤田逸歩さん
対　象　４歳～小学２年生の子どもと保護者
定　員　先着10組
申し込み　７月25日(月)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ

８月のおはなし会など８月のおはなし会など 令和４年７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 ８月
August

2022月刊

は、休館日

津図書館

図書館職員
おんばいがえしの会

ちい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、紙芝居など) ４日・18日・25日いずれも(木)15時15分～

内容など と　き 語り手

13日(土)14時～ ポップコーン小学生夏のおはなし会
(ストーリーテリング)

11日(木・祝)14時15分～ 図書館職員夏のおはなし会
(絵本、パネルシアターなど)

８月 図書館カレンダー８月 図書館カレンダー
月
1
8
15
22
29

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

日

7
14
21
28

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24
31

久居ふるさと
文学館

どんぐりおはなしの泉
(親子で絵本の楽しさを体感)

絵本DEお話しよう会
(大人向け・参加者が発表会形式でおこなう絵本の読書会)

かたつむり

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)

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) 13日(土)15時～

８日(月)10時30分～

かたつむり

かたつむり

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～

18日(木)10時～

ブックトーク
(テーマに合わせた本の紹介)

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)

ラッコの会
楽しいおはなしの時間
(絵本、紙芝居など)

夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など)

こんぺいとうおはなし会
(絵本、紙芝居など) 27日(土)11時～

やまびこ会夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など) 27日(土)10時30分～

芸濃図書館

河芸図書館

安濃図書館

27日(土)15時～

24日(水)11時～

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～ 図書館職員

図書館職員とボランティア

よみっこ

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～

７日・14日・28日いずれも(日)11時～

21日(日)11時～

あをの会

ひなたぼっこひなたぼっこ平和のおはなし会
(ストーリーテリング、絵本、紙芝居) 13日(土)11時～

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～

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

うぐいす
図書館

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～　

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～

おはなし会
(絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

津図書館
(■t229－3321)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
(■t254－0011)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
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

津図書館
(■t229－3321)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
(■t254－0011)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
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

せっさてい たくま

まさのり

いつほ

●夏休みおはなし会スペシャル（無料）●夏休みおはなし会スペシャル（無料）

●映画鑑賞会（無料）●映画鑑賞会（無料）

●子ども寄席（無料）●子ども寄席（無料）

●えほんカーニバル（無料）●えほんカーニバル（無料）

●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」
●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」

●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）
●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）

●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）
●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）

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②13日③20日④27日いずれも(土)15時～ 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

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～

図書館職員とボランティア

絵本の日
(絵本、紙芝居など)



折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

図書館たいむず図書館たいむず

・８月７日(日)…アニメ「忍たま乱太郎の宇宙大冒
険 with コズミックフロント☆ＮＥＸＴ」(50分)
・８月21日(日)…アニメ「くまのがっこう　パティ
シエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ」(33分)
と　き　いずれも14時～(13時30分開場)
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(t229－3321)

　「わらべ読み聞かせ部会」によるおはなし会「お
はなしの森」を、夏休みのスペシャル版で行います。
と　き　８月３日(水)15時～16時
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
定　員　先着40人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同文学館(t254－0011)

　子どもから大人まで楽しめる落語の寄席を行い
ます。
と　き　８月21日(日)10時～11時30分
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
演　者　切磋亭琢磨さん(寝床の会)ほか
対　象　小学生以上
定　員　先着30人
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または
　電話で同文学館(t254－0011)へ

と　き　８月27日(土)10時30分～12時
ところ　安濃図書館２階学習室
内　容　「やまびこ会」によるおはなし会のスペシャ
ル版(絵本、紙芝居、ゲームなど)
対　象　どなたでも(小学生以下
は保護者同伴)
定　員　先着16人
申し込み　８月１日(月)10時から
直接窓口または電話で同図書館
(t268－5822)へ

と　き　８月６日(土)９時30分～11時30分
ところ　美里文化センター２階
講　師　河原田誠教さん
対　象　小学生(３年生までは
保護者同伴)
定　員　先着10人
費　用　300円(材料費)
持ち物　はさみ、のり、定規、えんぴつ、消しゴ
ム、ホッチキス(持っている人)
申し込み　７月21日(木)から直接窓口または電話で
美里図書館(t279－8122)へ

　おはなしを考えるところから製本まで、全て手づ
くり。２回の教室で１冊のしかけ付き絵本が完成し
ます。
と　き　８月10日(水)、24日(水)９時30分～12時
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　小林茂美さん(手づくり絵本教室 夢工房)
対　象　小学生とその保護者
定　員　15人
費　用　1,500円(材料費)
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ
託　児　１才から就学前までの子どもの託児を10
　人まで行います(子ども１人に１回300円)。希望 
　する人は７月31日(日)までに申し込み

　手話を使った絵本の読み聞かせをします。
と　き　８月24日(水)14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　藤田逸歩さん
対　象　４歳～小学２年生の子どもと保護者
定　員　先着10組
申し込み　７月25日(月)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ

８月のおはなし会など８月のおはなし会など 令和４年７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 ８月
August

2022月刊

は、休館日

津図書館

図書館職員
おんばいがえしの会

ちい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、紙芝居など) ４日・18日・25日いずれも(木)15時15分～

内容など と　き 語り手

13日(土)14時～ ポップコーン小学生夏のおはなし会
(ストーリーテリング)

11日(木・祝)14時15分～ 図書館職員夏のおはなし会
(絵本、パネルシアターなど)

８月 図書館カレンダー８月 図書館カレンダー
月
1
8
15
22
29

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

日

7
14
21
28

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24
31

久居ふるさと
文学館

どんぐりおはなしの泉
(親子で絵本の楽しさを体感)

絵本DEお話しよう会
(大人向け・参加者が発表会形式でおこなう絵本の読書会)

かたつむり

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)

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) 13日(土)15時～

８日(月)10時30分～

かたつむり

かたつむり

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～

18日(木)10時～

ブックトーク
(テーマに合わせた本の紹介)

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)

ラッコの会
楽しいおはなしの時間
(絵本、紙芝居など)

夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など)

こんぺいとうおはなし会
(絵本、紙芝居など) 27日(土)11時～

やまびこ会夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など) 27日(土)10時30分～

芸濃図書館

河芸図書館

安濃図書館

27日(土)15時～

24日(水)11時～

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～ 図書館職員

図書館職員とボランティア

よみっこ

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～

７日・14日・28日いずれも(日)11時～

21日(日)11時～

あをの会

ひなたぼっこひなたぼっこ平和のおはなし会
(ストーリーテリング、絵本、紙芝居) 13日(土)11時～

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～

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

うぐいす
図書館

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～　

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～

おはなし会
(絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

津図書館
(■t229－3321)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
(■t254－0011)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
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

津図書館
(■t229－3321)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
(■t254－0011)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
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

せっさてい たくま

まさのり

いつほ

●夏休みおはなし会スペシャル（無料）●夏休みおはなし会スペシャル（無料）

●映画鑑賞会（無料）●映画鑑賞会（無料）

●子ども寄席（無料）●子ども寄席（無料）

●えほんカーニバル（無料）●えほんカーニバル（無料）

●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」
●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」

●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）
●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）

●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）
●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）

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②13日③20日④27日いずれも(土)15時～ 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

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～

図書館職員とボランティア

絵本の日
(絵本、紙芝居など)
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