
２月の開催日程２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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募　　集

と　き　４月２日(日)９時～
ところ　錫杖湖周辺(芸濃町河内)
対象・参加費
マラソン
　10㎞…中学生以上(2,500円)
　３㎞…小学３年生以上(1,500円)

ウォーキング
　約５㎞…小学生以上(1,000円)
定　員　先着合計1,000人程度
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大
会要項をご確認の上、
スポーツエントリーの
申し込みフォームから、
または電話でスポーツ

エントリー(t0570ー039ー846)へ
申込期間　１月20日(金)～２月10
日(金)

■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。

２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）

７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫

14日㈫
17日㈮

１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬

６日㈪

11日（土・祝）、19日㈰、25日㈯

１日㈬、７日㈫、８日㈬、14日㈫、15日㈬、28日㈫

２日㈭、９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

６日㈪
20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。 ２日㈭、９日㈭

（発売日程・発売場は変更する場合があります）
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　11月14日、河田フェザーと三重県共同募金会津市共同募金委員会、津
市社会福祉協議会、津市の４者は「カーボンニュートラルの実現に向け
た羽毛製品リサイクルの推進に関するパートナーシップ協定」を締結し
ました。この協定に基づき、羽毛製品リサイクルによる羽毛の再資源化
の推進に取り組み、津市の地域福祉の推進に寄与するとともに、二酸化炭素排出量の削減を図ります。

羽毛製品リサイクルの推進に関する
パートナーシップ協定を締結！

　 具体的な
  アクション#３

問い合わせ　環境政策課　　229－3212　　229－3354
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津PR第2戦ボートレース
実況アナ津へ大集合

津PR第2戦ボートレース
実況アナ津へ大集合
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GⅠ関東地区選(江戸川)GⅠ関東地区選(江戸川)

GⅠ四国地区選(鳴門)GⅠ四国地区選(鳴門)

GⅠ近畿地区選(住之江)GⅠ近畿地区選(住之江) GⅠ九州地区選(若松)GⅠ九州地区選(若松)
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芦屋

「令和５年度津市会計年度任用
職員 募集一覧」をご確認くだ
さい。
選考の流れ　２月上旬に面接を実
施し、２月中旬に選考結果を通
知します。
申し込み　履歴書に必要事項と希
望職種(募集一覧のうち、希望
する職の番号)を記入し、直接
窓口または郵送で、募集一覧に
掲載されている各担当課へ
締め切り　１月31日(火)必着

　シンガーソング
ライターの松本隆
博さん(弟は芸人松
本人志さん)による
講演ライブ「家族
の絆・親子の絆」
を開催します。　※手話通訳あり
と　き　３月11日(土)14時～15
時30分(13時30分開場)
ところ　一志農村環境改善セン
ター多目的ホール
定　員　300人　※要整理券
申し込み　はがき、またはＥメー
ルで、「３/11津市人権講演会
入場整理券希望」と明記し、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号、メールアドレス、希望枚数

　令和３年、西丸之内に
カフェ「３rd cafe」を開
業。コンセプトは「家、
職場の次の第３の居場
所」。ランチやスイー
ツ、アルコールも楽しめ
る一人でも来やすい落ち
着いた空間として、開業
当初から多くのお客さん
に親しまれている。

髙山一美
(３rd cafe店主)

　仕事のやりがいや職場の雰囲気
などをお話しします。職場見学や
先輩職員との座談会もあります。
と　き　２月15日(水)・17日(金)
※両日ともに午前、午後に分けて
　職種別に開催(消防職は15日午
　後のみ)
ところ　市本庁舎、消防本部
締め切り　２月３日(金)
※申し込み方法や定員など詳しく
は津市ホームページをご覧くだ
さい。

任用期間　令和５年４月１日～令
和６年３月31日までの範囲　
※次年度以降も再度の任用が可
能な場合があります。
主な職種の例　事務補助、保育
士・保育教諭、幼稚園教諭、保
健師、調理員、接客業務および
調理業務補助、施設等管理運営
業務(体育館など)
勤務条件　報酬単価や勤務時間な
どは、勤務場所により異なりま
す。詳しくは津市ホームページ

(２枚まで)を一志総合支所地域
振興課(〒515-2516 一志町田
尻593-2、M293ー3000@city.
　tsu.lg.jp)へ　※２月20日(月)
以降に入場整理券を郵送
締め切り　１月31日(火)必着

　

　創業を考えている人のための和
やかな学びと交流の場です。今回
は「私の創業ストーリー～カフェ
経営のリアルとは？～」と題し、
髙山一美さんと、創業相談専門家
によるミニセミナーやグループ
ワークを行います。
と　き　２月13日(月)13時30分
～15時30分(13時開場)
ところ　津市ビジネスサポートセ
ンター
定　員　10人
申し込み　電話またはＥメール
で、住所、氏名、電話番号、創業
希望業種を、経営支援課(M229ー
3360@city.tsu.lg.jp)へ

人事課
229－3106 229－3347
人事課
t229－3106　f229－3347

津市役所業務説明会

人事課
229－3106 229－3347
人事課
t229－3106　f229－3347

令和５年度 
会計年度任用職員(非常勤職員)
として働きませんか

一志総合支所地域振興課
293－3006 293－5544
一志総合支所地域振興課
t293－3006　f293－5544

津市人権講演会

経営支援課
236－3355 236－3356
経営支援課
t236－3355　f236－3356

先輩創業者によるセミナー
ビジネスカフェを開催

芸濃総合支所地域振興課
266－2510 266－2522
芸濃総合支所地域振興課
t266－2510　f266－2522

2023 龍王桜マラソン＆
ウォーキング大会 (30回記念)

スポーツ
エントリー

※ボートレース津の収益は津市の財政に役立てられます。


