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２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
１月分

（2023年累計）

悲しい数字
世帯数・・・・

人　口・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・
　女性・・・・・・・

内容・定員 と　き 費用など

中国語
gs20人

４月６日～来年
３月21日の第１
～３木曜日19時
～20時45分（全
36回）

１万2,000円
（年間）

英会話
（前期）
gs20人

５月27日～７月
15日の土曜日19
時～20時30分（全
８回）　※７月22
日は予備日

5,000円
（教材費別
途必要）

日本語
gs20人

４月２日～来年
３月17日の日曜
日13時～16時（全
33回）

無料（市内に
 在住・在勤・
在学の人）

コース と　き

半日
コース

５月12日～６月23日いず
れも金曜日10時～12時

一日
コース

５月13日・27日、６月10
日・24日いずれも土曜日
10時～12時、13時～15時
※６月24日は午前のみ

津市シルバー人材センター
入会個別説明会
d①４月12日(水)10時～15時 ②
４月19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

音訳奉仕者養成講習会(全７回)
　視覚障がい者の読書環境を充実
させるため、音訳技術や録音図書
の制作を学びます。

b三重県視覚障害者支援センター
大研修室(桜橋二丁目)　o全講習
を受講でき、パソコンが扱える音
訳未経験者で、講習修了後に音訳
ボランティア活動ができる人　g
各25人　¥1,210円(テキスト代)
@４月14日(金)必着で、所定の申
込書などに必要事項を記入し、郵
送またはファクス、Ｅメールで三
重県視覚障害者支援センター
(〒514－0003　桜橋二丁目131、
f228－8425、Mmieten@zc.
ztv.ne.jp)へ　※申込書は電話で
同センター(t213－7300)へ請
求。同センターホームページから
もダウンロード可

点訳奉仕者初級養成講習会(全６回)
　視覚障がい者の読書環境を充実
させるため、点訳図書の制作を学
びませんか。
d５月20日、６月３日・17日いず
れも土曜日13時～14時、14時～

15時　b三重県視覚障害者支援セ
ンター大研修室(桜橋二丁目)　o
18歳以上で全講習を受講でき、引
き続き中級養成講習会(７月１日
～12月16日の各月第１・第３土曜
日、全10回)に参加可能な人　g
20人　¥3,520円(テキスト代など)
@４月14日(金)必着で、所定の申
込書などに必要事項を記入し、郵
送またはファクス、Ｅメールで三
重県視覚障害者支援センター
(〒514－0003　桜橋二丁目131、
f228－8425、Mmieten@zc.
ztv.ne.jp)へ
※申込書は電話で
同センター(t213－
7300)へ請求。同
センターホーム
ページからもダウ
ンロード可

自衛官候補生など
　防衛省では、令和５年度採用の
自衛官候補生・一般幹部候補生・
予備自衛官補を募集しています。
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)

健康づくりのためのスポーツ入門
講座
d４月～来年３月の
木曜日９時～11時
30分　b久居総合
福祉会館　nニュー
スポーツや体操など
gs60人　¥1,500
円(５回分のチケッ
ト制)　
@３月23日(木)～４月５日(水)に
所定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送、Ｅメー
ルで津市スポーツ・レクリエー
ション協会事務局(久居体育館
内、〒514－1113　久居野村町
877－1、Mtsu.sporec@gmail.
com)へ　※申込用紙は同協会

ホームページからダウンロード
q同事務局担当(t080－6108－
8649)

三重県保険医協会市民公開講座
d４月２日(日)15時～16時　n後
藤勝正さん(豊橋創造大学保健医
療学部理学療法学科教授)による
講演「働くあなたの腰痛対策」　
※Zoomを使用したオンラインセ
ミナー　g50人
@３月30日(木)までに氏名、参加
人数、メールアドレス、電話番号
を直接窓口または郵送、電話、
ファクス、Ｅメールで三重県保険医
協会(〒514－0062　観音寺町429－
13、t225－1071、f225－1088、
Mdoctor@mie－hok.org)へ

第264回住民健康講座「動脈硬化
について」
d４月13日(木)14時～15時　b
久居アルスプラザ　n松田明正さ
ん(はくさんクリニック院長)によ
る講演
q久居一志地区医師会(t255－3155)

地価などに関する無料相談会
d４月４日(火)13時～16時　b市
本庁舎５階51会議室　n不動産鑑
定士による地価や地代、家賃、土
地利用に関する相談
q三重県不動産鑑定士協会(t
229－3671)

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(t229－3103)へ

面談・
電話相談
（予約優先）

毎週火曜日
(第５火曜日除く)
13時～18時

と　き 内　容

※祝・休日、年末年始を除く

毎月第３金曜日
17時～19時

12 13
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県庁

津偕楽公園

至津新町

9件（9件）
2件（2件）

1,684件（1,684件）
690件（690件）

0人（0人）
51人（51人）

127,778世帯
（前月比124世帯減）

272,328人
（前月比317人減）

132,554人
139,774人

津偕楽公園春まつりに伴う一方通
行規制(自転車を除く)
d３月24日(金)～４月９日(日)の
間の金・土・日曜日10時～21時

※土・日曜日は県庁外来駐車場を
ご利用ください。
q津市観光協会(t246－9020)

協会けんぽ保険料率変更
　３月分(４月納付分)から三重支
部の健康保険料率は9.91％から
9.81％に引き下げ、全国一律の介
護保険料率は1.64％から1.82％
に引き上げとなります。
q全国健康保険協会三重支部(t
225－3317)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
d３月23日(木)19時
～21時、26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)

語学講座

b河芸公民館　¥中国語・英会話
は、津市国際交流協会個人年会費
2,000円が別途必要　※詳しくは
同協会津北部地区担当へお問い合
わせください。 
@３月22日(水)から、直接窓口ま
たは電話、ファクス、Ｅメールで同
地区担当(河芸総合支所地域振興課
内、t244－1701、f245－0004、
M244－1700@city.tsu.lg.jp)へ

津城をもっと城(知ろ)にぃ！パート２
　４月６日の「城の日」を記念し
たイベントです。楽しく「津城」
と「藤堂高虎」について学べます。
d４月８日(土)９時30分～12時
bお城公園内の藤堂高虎像前集合
g50人　¥300円(保険料を含む)
※高校生以下無料
@３月31日(金)までにファクス
またはＥメールで津市観光ガイ
ドネット(f221－0811、Mtsu.
guide.net@gmail.
com)ヘ
q同ガイドネット
(津市観光協会内、
t246－9020)

名松線とコミュニティバスで行く
桜巡り
　ＪＲ名松線とコミュニティバス
を乗り継いで、三多気の桜を訪
れ、桜を見ながら歩きましょう。
d４月８日(土)11時～15時　b伊
勢奥津駅集合(11時２分同駅着の
名松線をご利用ください)　gs
20人　¥1,000円(昼食代を含む)
@３月20日(月)～27日(月)に名松
線を守る会事務局(美杉総合支所
地域振興課内、t272－8080)へ

o市内に在住・在勤・在学の人
@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月28日㈰ 安濃中央総合公園内体育館 小学生 20チームバレーボール(小学生の部)

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

４月２日㈰～30日㈰


