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　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


