
○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
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　同大会の開催に伴い、車両の交通規制(点線部分で全面通行止め)
を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。　※路線バスの一部休止と迂回運行を行います。詳しくは三
重交通ホームページをご確認ください。
交通規制実施日時　２月12日(日)８時～11時ごろ

こころの抵抗力をアップ！ セルフケアで自分を大切に

問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　　229－3346

　忙しい時こそ、しっかり休
んで、疲れを長引かせないこ
とが重要です。
　睡眠は最良の疲労回復法！
十分な睡眠をとりましょう。

　つらい気持ちを抱え込んでいませんか。自覚していなくても、積み重なる疲労やストレスでこころが
疲れていることがあります。一人で悩まずにまずは誰かに伝えてみましょう。公的な相談
窓口「よりそいホットライン(t0120ー279ー338)」では24時間相談できます。また、厚生
労働省のホームページではＳＮＳやメール、電話相談などさまざまな相談先を紹介してい
ます。食欲がない、眠れないなどのこころや体の症状が２週間以上続く時は、早めにここ
ろの専門家に今の苦しさを相談しましょう。

誰かに話そう、伝えよう

休養・睡眠
　顔の表情筋と脳の神経はつ
ながっています。「作り笑
顔」でも口角を上げれば脳が
笑っていると錯覚し、気分が
ほぐれてきます。

笑顔の効果
　人とのつながりを大切に、
家族など身近な人にこそ意識
して声をかけましょう。まず
は「おはよう」から始めてみ
ませんか。

コミュニケーション

厚生労働省
ホームページ

情報提供　※当日は物件見学、
契約などはできません。
対　象　高齢者、障がい者、外国
人、子育て世帯など
申し込み　直接窓口または電話で
都市政策課、または三重県住宅
政策課(t224－2720)へ
締め切り　１月26日(木)

　認知症を正しく理
解し、認知症の人と
その家族を見守り、
手助けするサポーターを養成しま
す。認知症になっても安心して暮ら
せるまちを一緒につくりましょう。
と　き　２月10日(金)14時～15
時30分
ところ　津リージョンプラザ３階
第７会議室
定　員　先着30人
申し込み　電話で地域包括ケア推
進室へ
申込開始日　１月23日(月)
　

　津市の文化の振興に寄与し、広
く市民を対象とする事業に対して
助成します。
助成対象　４月１日～来年３月31

発送をもって発表に代えさせてい
ただきます。

　観音寺町にあった津中部中地域
包括支援センター(t271ー6535)
が、渋見町554-69に移転しまし
た。電話番号に変更はありません。

と　き　１月29日(日)12時～16
時40分(11時30分開場)
ところ　久居アルスプラザときの
風ホール

内　容　久居東中学校吹奏楽部の
演奏、市内で活動する音楽団体
によるコーラス、ギター、マン
ドリンなどの演奏

　事業を営んでいる人は、１月１
日時点で所有している事業の用に
供することができる償却資産の申
告を１月31日(火)までに行ってく
ださい。
提出方法　資産税課または同課分
室、各総合支所市民福祉課へ直
接持参するか、郵送で資産税課
(〒514－8611 住所不要)へ　
　※eLTAX(エルタックス)でも提
出可。申告用紙が必要な場合は
ご連絡ください。

　74年前の昭和24年１月26日の
朝、法隆寺の金堂が火災に遭い、
国宝の壁画の大半が焼失しまし
た。その後も、貴重な文化財の焼

損が相次いだことから、昭和30
年にこの日を文化財防火デーと定
め、全国的に文化財の防火運動を
展開しています。
　市内には、国宝の専修寺御影
堂・如来堂(一身田町)をはじめ、
貴重な文化財がたくさんあり、毎
年、地域住民の皆さんの参加・協
力を得て、各地で防火訓練を実施
しています。
　文化財は、私たちみんなの共有
財産です。地域一体となり、日頃
から文化財保護に努めましょう。

　広報津12月16日号の白バラク
イズに多数のご応募をいただきあ
りがとうございました。
　正解は、「①統一 ②４ ③辞職 
④市町村合併 ⑤津市長選挙」でし
た。正解者多数のため、抽選で
10人の当選者を決定し、賞品の

と　き　２月11日(土・祝)９時30
分～12時
ところ　白山総合文化センター
内　容　地域の人権学習会や活動
の発表

　入学案内・募集要項などの配
布、個別相談会を行います。詳し
くは同短期大学ホームページをご
覧ください。
と　き　２月４日(土)13時～16
時30分(随時受け付け)
ところ　アスト津４階会議室４

　住宅の確保に配慮が必要な人の
無料相談会を開催します。
と　き　１月28日(土)10時～15
時(時間予約制)
ところ　津リージョンプラザ２階
第３会議室
内　容　住居探しに関する困り事
の相談、市内の民間賃貸住宅の

日に市内で実施・完了する文化
を学習する機会の提供(芸術の
鑑賞など)や文化活動の発表な
どの事業　※審査後、４月１日
以降に助成金の交付を決定。詳
しくは応募要領を参照
助成額　交付決定日以降に支出し
た事業実施に要する対象経費
(交付決定日前の支出経費は対
象外)の３分の１以内で、上限
は20万円(希望額を満たさない
場合あり)
対　象　市内に在住・在勤・在学
の人、または市内に主たる活動
拠点を有する団体
申し込み　文化振興課または各総
合支所地域振興課にある申請書
に必要書類を添えて提出　※申
請書などは津市ホームページか
らもダウンロード可
申込期間　２ 月 １ 日
　(水)～28日(火)

　季節を感じる春の和菓子を保護
者と一緒に作りましょう。
と　き　２月12日(日)９時30分
～12時
ところ　片田公民館　　
対　象　市内に在住・在学の小学
生と保護者
定　員　抽選４組８人(子ども１
人につき保護者１人)
費　用　1,300円／組(材料費
1,000円を含む）
持ち物　エプロン、三角巾、タ
オル、布巾２枚、持ち帰り用
パック、飲み物、筆記用具
申し込み　直接窓口(返信用はがき
を持参)または往復はがきで講座
名、住所、氏名、年齢、学校
名、学年、電話番号、保護者の
氏名を、片田公民館(〒514－
0082 片田井戸町17－2)へ
※１通につき１組。津市ホーム
ページからも申し込み可
締め切り　１月27日(金)必着
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スタート・ゴール
サオリーナ

（津市産業・スポーツセンター）

安濃
川

118サオリーナ周辺
８時～11時

納所町～三本松
８時～11時

新町大橋南詰
～鳥居町

８時～10時30分

三本松～三重会館前
８時～10時30分

国道23号
通行可

中勢バイパス
通行可

津市役所

津城跡

鳥居町～県庁西
８時～10時
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県庁西
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交差点
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交差点
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交差点
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交差点
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三重会館前
交差点
三重会館前
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お知らせ

イベント

スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247
津シティマラソン大会に伴う交通規制のお知らせ

募　　集

資産税課
229－3132 229－3331
資産税課
t229－3132　f229－3331

固定資産（償却資産）の申告

教委生涯学習課
229－3251 229－3257
教委生涯学習課
t229－3251　f229－3257

１月26日は文化財防火デー

選挙管理委員会事務局
229－3236 229－3338
選挙管理委員会事務局
t229－3236　f229－3338

白バラクイズ正解発表

地域包括ケア推進室
229－3294 229－3334
地域包括ケア推進室
t229－3294　f229－3334

津中部中地域包括支援
センターの移転

久居総合支所地域振興課
255－8812 255－0960
久居総合支所地域振興課
t255－8812　f255－0960

ひさい音楽祭

白山市民会館
262－7026 262－5638
白山市民会館
t262－7026　f262－5638

第15回白山市民会館
人権フェスティバル

三重短期大学大学総務課
232－2341 232－9647
三重短期大学大学総務課
t232－2341　f232－9647

三重短期大学法経科
第２部（夜間）受験相談会

文化振興課
229－3250 229－3344
文化振興課
t229－3250　f229－3344

津市文化振興基金助成制度

都市政策課
229－3290 229－3336
都市政策課
t229－3290　f229－3336

民間賃貸住宅相談会

地域包括ケア推進室
229－3294 229－3334
地域包括ケア推進室
t229－3294　f229－3334

認知症サポーター養成講座

片田公民館
・ 237－1513
片田公民館
t・f237－1513

子ども和菓子教室

コロナ禍とこころの健康


