
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

10 11

三重労働局主催　就職氷河期世代
を対象とした出張相談会
　次の一歩を踏み出すきっかけを
見つけませんか。予約優先で、当
日参加も可能です。
d１月31日(火)13時30分～16時
b文化会館２階大会議室(県総合
文化センター)　oおおむね35～
54歳の就職氷河期世代の人、家
族、支援者
@運営事務局(t052－228－0084)
へ　※平日９時15分～18時

津市シルバー人材センター
入会個別説明会
d①２月８日(水)10時～15時　②
２月15日(水)13時30分～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・軽易な仕事を探している人
@前日までに同センター(t224－
4123)へ

インド古典舞踊・音楽へのいざない
d２月26日(日)14時～16時　b
アスト津４階アストホール　nイ
ンド古典舞踊オリッシーと音楽の
舞台　gc150人
@１月30日(月)までにＥメール
で、氏名、電話番号、希望人数
(４人まで)を国際ヨガDAY関西
2023三重実行委員会(Midy0226
@gmail.com)へ
q同実行委員会担当(t080－2390－
9564)

高校に入学しませんか
令和５年度入学者選抜(特別選抜)
　みえ夢学園高校は、午前、午
後、夜間の３部制・単位制の定時
制高校で、自分のライフスタイル
に合わせた時間で学習することが
できます。受検方法など詳しくは
事前にお問い合わせください。
d受検日…２月３日(金)、出願期
間…１月23日(月)～26日(木)　o
中学校既卒者
q同校(t226－6257)

放送大学４月入学生
　放送大学はテレビ、インター
ネットで授業を行う通信制の大学
です。働きながら幅広い分野につ
いて学べ、15歳以上の人なら誰
でも書類選考のみで入学できま
す。　※卒業を目指す場合は、18
歳以上で大学入学資格が必要
d第１回出願期間…２月28日(火)
まで、第２回出願期間…３月１日
(水)～14日(火)に同大学本部へ
q同大学三重学習センター(t233－
1170)　※月曜日、祝日除く

榊原病院市民公開講座
「ギャンブル依存症と借金問題」
　ギャンブル依存症の治療と借金
問題について、オンラインで学び
ませんか。視聴方法など詳しくは
榊原病院ホームページをご覧くだ
さい。
d１月28日(土)13時30分～15時
q同病院(t252－0211)

第262回住民健康講座「この症状
何科にかかればいいの？」
d２月９日(木)14時～15時　b久
居アルスプラザ　n中﨑隆弘さん
(井上内科病院院長)による講演
q久居一志地区医師会(t255－3155)

市民公開講座
「歯周病とからだの関係」
d２月19日(日)10時～12時　b
県総合博物館(MieMu)３階レク
チャールーム(一身田上津部田)　
n天野敦雄さん(大阪大学大学院歯
学研究科教授)による講演　g30
人(会場)、100回線(オンライン)
@２月18日(土)までに、直接窓口
または電話、ファクスで、氏名、
参加人数、電話番号、参加形式
(会場またはオンライン)、オンラ
イン参加の場合はメールアドレス
を「保険でより良い歯科医療を」三
重連絡会(t225－1071、f225－
1088)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
d２月９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)
@２月３日(金)16時までに男女共
同参画室(t229－3103)へ

２月の行政相談・市政相談
　行政相談委員(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)

12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
11月分

（2022年累計）

悲しい数字
世帯数・・・・

人　口・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・
　女性・・・・・・・

o市内に在住・在勤・在学の人
@①④…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)

5件（93件）
0件（27件）

1,404件（15,866件）
710件（7,532件）

0人（6人）
54人（629人）

128,003世帯
（前月比143世帯増）

272,879人
（前月比38人増）

132,847人
140,032人

日本政策金融公庫「国の教育ローン」
　高校、大学などにかかる費用が
対象の公的な融資制度です。子ど
も１人につき350万円以内を固定
金利(年1.95％、令和４年12月１
日時点)で利用でき、在学期間中
は利息のみの返済とすることがで
きます。詳しくは同金融公庫ホー
ムページをご覧いただくか、教育
ローンコールセンター(t0570－
008656)へお問い合わせください。

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」～
d１月28日(土)13時30分～15時
b津リージョンプラザ１階中央保
健センター待合ホール　n大井隆
弘さん(三重大学工学研究科助教)
による講演「鳥羽の海女集落の景

観～まちに活気を生み出すヒミツ
とは？～」　g50人程度
q津文化協会担当(t090－1236－
1144)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
d１月26日(木)19時～21時、29
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同会橋本(t080－1987－4008)

津観音・鬼押え節分会
d２月３日(金)13時～、14時30分
～、16時～　b津観音寺境内(大門)
q津観音保存会(t225－4013)

第２回紙すきと材料づくり体験教室
d２月18日(土)10時～15時　b
伊勢地地域住民センター駐車場

集合　n和紙の材料づくり作業、
紙すき体験　gs20人程度　¥
1,000円　※昼食を希望する人は
別途880円が必要
@１月23日(月)～30日(月)にミツ
マタを活かした地域づくり協議会
事務局富田(t090－2683－0286)へ

第８回
津市ファミリーバドミントン大会
d３月５日(日)８時30分～15時
30分 bサオリーナサブアリーナ
gs32チーム　※１チーム４～６人
(監督と選手兼任可)　¥2,000円／
チーム
@１月20日(金)～２月20日(月)に
スポーツ振興課またはサオリー
ナ、各総合支所地域振興課にある
所定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口またはファクスで津
市スポーツ推進委員会事務局(ス
ポーツ振興課内、f229－3247)
へ
q同事務局(t229－3254)

とき（２月） ところ
アスト津４階
会議室４

７日㈫13時30
分～15時30分

久居総合福祉会館北館２階
会議室

13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

20日㈪13時30
分～15時30分

白山市民会館１階
教養娯楽室

３日㈮９時30
分～11時30分

市美杉庁舎相談室
（美杉人権センター内）

３日㈮13時30
分～15時

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

６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

９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

16日㈭13時～
16時（受け付け
は15時まで）

とき（２月） ところ

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

申込期間

１月29日㈰10:00～12:00

２月19日㈰10:00～11:30

② 当日会場受け付け

２月１日㈬～17日㈮

１月23日㈪～
２月10日㈮③ 合気道

ラグビーフットボール

５歳以上

津市民テニスコート

三重武道館柔剣道場

海浜公園内陸上競技場 ４歳～中学３年生

50人

60人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着）

３月４日㈯９:30～15:30④ ２月２日㈭～22日㈬テニス教室　in　津市民
テニスコート 小学生以上 100人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

３月４日㈯・５日㈰① サッカー
（小学生の部）

香良洲サッカー場
香良洲運動広場 小学４～６年生 24チーム

■津市民体育大会

■津市民スポーツ教室

■津市民スポーツ健康教室


