
津市まん中こども館オープン
～遊びの情報発信拠点を目指して～
市からのお知らせ
市内の幼稚園の園児を募集
まちのできごと
みんなの情報掲示板
市長コラム・市長活動日記から

…………………P２

………………………………P４
……………………P７

…………………………………P８
……………………………P10

………………P12

2013

№183８/１

▼成美小学校消防団社会見学



広報 津 2013.8.12

たくさんの本や絵本が並ぶコーナー

ミーティングルーム
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津市まん中こども館オープン
～遊びの情報発信拠点を目指して～

津市まん中こども館オープン
～遊びの情報発信拠点を目指して～

　ねえねえ、シロモチくん。最近、子ども
たちの新しい遊び場ができたって聞いたん
だけど、詳しく教えてほしいな！
　先月の７月１日に、津センターパレスの
地下１階にオープンした「津市まん中こど
も館」のことだね。「丸之内児童館」って
いうのが、これまで津市社会福祉センター
にあったんだけど、建物が老朽化してきた
ので、ここを閉館して、新しくこども館を
作ったんだよ。

　そうな
んだ。ど
んなとこ
ろなの？
　子ども
たちが遊
びを通し
て、友だちをつくったり、いろんな体験を
したりする場所なんだ。大きく分けて３つ
のスペースがあるんだよ。
　どんなことができるの？
　まず、多目的スペースでは、自由に遊ん
だり工作もできるし、本もたくさんあるか
ら、ゆっくり読書もできるんだ。
　それは楽しいね。
　それとミーティングルームは、学習会や
子ども会議、サークルの打ち合わせなどに
も使えて、季節の行事なんかもできるんだ
よ。

シロモチくんシロモチくんゴーちゃんゴーちゃん
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と こ ろ　津センターパレス地下１階
利用時間　10時～21時
利 用 料　無料
休 館 日　毎週水曜日、年末・年始
電話番号　213－2131

　いろんなことができるんだね。
　ここは大人が考えた企画やイ
ベントで遊んでもらう場所じゃ
なくて、子どもたち自身でやっ
てみたいことを考えて遊ぶ場所
なんだ。
　小さな子どもたちも遊べる
の？

　乳幼児ふれあいスペースって
いうのがあって、保護者と一緒
に遊べるんだ。ミルクをあげた
り、おむつを替えたりできる授
乳室もあるから、赤ちゃんと来
ても安心なんだよ。
　一緒に遊んでくれる人はいる
のかな？

　もちろん、遊びをサポートす
るスタッフがいてくれるから、
安心して遊べるんだ。
　いつでも使えるの？
　10時から21時まで使えるよ。
午前中は小さな子どもたち、午
後は学校から帰った後の小学
生、夕方からは中学生や高校生
に使ってもらえるように、長く
開けているんだ。
　お休みはないの？
　毎週水曜日と年末年始はお休
みなんだよ。
　じゃあ、子どもたちが
お休みの土・日曜日は、
たくさん遊べるね。
　そうだね。もし、屋外
で遊びたいときは、津市
まん中広場が使えるか
ら、外でのいろんな遊び
もできると思うよ。それ
に、ここは全部無料で使
えるしね。

　まん中こども館は、子どもた
ちしか利用できないの？
　保護者や子ども・子育て支援
活動を行う団体の皆さんも利用
できるんだよ。子どもの支援活
動の勉強会やミーティングなん
かもできるんだ。
　いろんな人たちに利用してほ
しいね。
　そうだね。このまん中こども
館を拠点に、これから子どもた
ちの活動がますます活発になる
といいね。

問い合わせ　こども総合支援室
　229－3284　　229－3334

乳幼児ふれあいスペースで
遊ぶ子どもたち
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○料金の記載のないものは無料
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール

市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

お盆期間中の歯科応急診療

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

国保加入中の40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

環境保全課
　229－3259　　229－3354

水質事故を発見したら
すぐ連絡を

市民交流課
　229－3252　　227－8070

忘れずに受けましょう
はかりの定期検査

こども家庭課
　229－3155　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

お忘れなく
児童扶養手当の現況届

お知らせ

８月８日㈭
10：30～12：00

と　き ところ
美杉総合開発センター
ロビー

８月13日㈫
11：00～12：00

太郎生多目的集会所
多目的ホール

８月20日㈫
10：30～12：00

市白山庁舎
アトリウム

８月22日㈭
10：00～12：00

橋南市民センター
ロビー

８月23日㈮
10：00～12：00

高茶屋市民センター
ロビー

８月30日㈮
10：00～12：00

市久居庁舎
南館車庫

９月３日㈫
10：00～12：00

一志高岡公民館
入口

９月４日㈬
10：00～12：00

津市計量検査所
市本庁舎南別棟

※荒天の場合は中止

８月27日㈫
10：00～12：00
13：00～14：00

香良洲公民館
ロビー

８月29日㈭
10：00～12：00
13：00～15：00

津市計量検査所
市本庁舎南別棟

　お盆の期間中に、次のとおり
歯科応急診療を行います。
と　き　8月14日(水)・15日(木)
　10時～12時
ところ　津市休日応急・夜間こ
　ども応急クリニック(三重病院
　敷地内)
上記期間外に受診する場合は、
下記へお問い合わせください
医療ネットみえ
◆ホームページ
http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
◆携帯電話サイト
http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
三重県救急医療情報センター
◆自動案内(音声・ファクス)　
　0800-100-1199(通話無料)
◆電話案内　　256-1199

　対象者には、６月末に特定健
康診査の受診券が届いています。
自分の健康管理のために、特定
健康診査を受けましょう。なお、
今年５月から８月末日までに新
たに国民健康保険に加入した人
には、８月上旬から10月上旬に
かけて受診券が順次届きます。
　健康診査の内容など詳しくは、
受診券に同封の案内用紙または
広報津６月16日号と同時配布の
「平成25年度がん検診と健康診
査のご案内」をご覧ください。
健診期間
　個別健診(協力医療機関で受け

　る健診)　７月～11月
　集団健診　７月～12月
費　用　自己負担金500円(市・
　県民税非課税世帯は無料)
※特定健康診査を受診後、一定
　の基準に当てはまる人には、
　生活習慣を改善するための支
　援が受けられる特定保健指導
　の案内が届きます。案内が届
　いたら、ぜひ受けましょう。

　児童扶養手当を受給している
人は、毎年現況届を提出し、認
定を受けることが必要です。こ
の届けを提出しないと、受給資
格があっても手当を受けること
ができませんので、必ず受付期
間内に提出してください。
受付期間　8月1日(木)～30日(金)

　迅速で的確な通報が、きれい
な川と私たちの暮らしを守りま
す。「川に油が流れている」「魚
の死骸が浮いている」など、川
や水路で異常を発見したら、環
境保全課または三重河川国道事
務所にご連絡ください。
連絡先
　環境保全課(　229-3259)
　三重河川国道事務所(　229－
　2218)
通報のポイント
　いつ…発見時刻
　どこで…発見場所
　どんなふうに…河川の状況
通報例
　○月○日○時ごろ、○○町○
○橋の周りで、コイが大量に死
んでいる。

　はかりは、使っている間に精
度に誤差が生じる場合がありま
す。このため、商店や工場、病
院などで取引や証明に使用する
はかりは、２年に一度の定期検
査を受けることが計量法で定め
られています。これらのはかり
を持っている場合は、必ず定期
検査か計量士による代検査を受
けてください。なお、今年度に
市が行う定期
検査は次表の
とおりです。
都合の良い場
所で受検して
ください。
とき・ところ

対象地域　津(修成・育生・南が
　丘・藤水・高茶屋・雲出地区)・
　久居・香良洲・一志・白山・
　美杉地域
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市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

建設政策課
　229－3196　　229－3345

８月は道路ふれあい月間

イベント

白山総合支所地域振興課
　262－7017　　262－5001

青山高原
ブルーマウンテンフェス

募　　集

救急課
　254－1603　　256－7755

上級救命講習会

農林水産政策課
　229－3171　　229－3168

一次産業新規就業専門
サポーター（農業部門）を派遣

こども総合支援室
　229－3284　　229－3334

子育てママの「ホッと」ひろば

　国土交通省では、道路を利用
している皆さんに道路とふれあ
い、道路の役割や重要性、大切
さを再認識してもらうために、
８月１日～31日の１カ月間を
「道路ふれあい月間」、８月10
日を「道の日」としています。
　この機会に、道路が皆さんに
とって安全で快適なものであり
続けるために、道路の正しい利
用について考えてみましょう。

　アメリ
カ・ブル
ーリッジ
山脈のよ
うな雄大
な風景を
感じながら、青山高原でカント
リーミュージックを楽しみませ
んか。
と　き　8月18日(日)11時～16時
ところ　青山高原保健休養地管
　理センター前伊勢見公園
　※雨天の場合は同センター内

　いざというときに備えて応急
手当てを覚えましょう。
と　き　9月15日(日)９時～18時
ところ　安濃分署
内　容　人工呼吸・胸骨圧迫(心
　臓マッサージ)・ＡＥＤ・止血
　法・傷病者管理法・副子固定
　法などの講習
定　員　先着30人
申し込み　救急課へ
申込期間　８月26日(月)～９月
　６日(金)

　子育て中の母親が、ほんのひ
ととき子どもと離れてホッとで
きる時間を持って、母親同士で
交流し、日頃のストレスなどを
発散できる場を提供します。終
了後は、母親同士がパソコンや
携帯電話のコミュニティサイト
で交流するサービス(地域ＳＮ
Ｓ)を利用できます。
と　き　8月30日(金)10時～12時
ところ　高田短期大学(一身田豊
　野)
講　師　橋本景子さん(高田短期

　大学カウンセリング室長、臨
　床心理士)
対　象　子育て中の母親(1人目の
　子どもが未就学児であること)
定　員　先着15人
参加費　500円(軽食代含む)
託　児　子ども1人につき500円
申し込み　電話でこども総合支
　援室へ
締め切り　８月23日(金)

　農業を始めて間がない人に、
農業経営などの相談に応じる
「一次産業新規就業専門サポー
ター(農業部門)」を派遣します。
対　象　次の全てに該当する人
●市内に在住し、市内で独立自営
　して農業経営を行っている人
●原則、50歳未満の人
●就農後５年未満の人
支援内容
●作物栽培、経営管理に関する
　助言や指導
●営農定着に向けた相談対応
申し込み　農林水産政策課また
　は各総合支所地域振興課へ　
　※申込用紙は津市ホームペー
　ジからもダウンロードできま
　す。

問い合わせ　久居総合支所生活課
　　　　　　　255－8841　　255－0960

　「100万回生きたねこ」は、絵本作家佐野洋
子さんの作品で、100万回も生まれ変わった、
ねこの話です。「自分だけが好き」な主人公のね
こが、やがて初めて他のねこを愛したとき…。
「命とは、家族とは」を、この作品を通じて考
えてみてください。主に小学生対象ですが、幼
稚園児から大人まで楽しめます。
出　演　劇団たんぽぽ
定　員　180人(要整理券、全席自由)　※整理
　券は、８月12日(月)から久居総合支所生活課、
　久居駅前出張所、栗葉出張所、榊原出張所で
　配布します。
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　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方市からのお知らせ

市民活動紹介

９月20日～
11月８日の
毎週金曜日
10：00～11：00

津市民プール 初心者優先

初心者優先

3,500円

5,500円

4,000円

4,000円安濃テニスコート

津市民プール

安濃中央総合公園内
多目的グラウンド
※10月19日・26日は
　安濃グラウンド

小学
１～６年生

定員
（抽選）

受講料
（傷害保険
料を含む）

対象ところと　き教室名

30人

50人

20人

20人５歳児～
小学６年生

９月19日～
11月７日の
毎週木曜日
10：00～11：30

９月21日～
10月26日の
毎週土曜日
９：30～10：30
９月21日～
10月26日の
毎週土曜日
９：30～10：30

アクア
フィットネス
教室

健康水泳教室
(秋のコース)

ジュニア
サッカー
教室

キッズ＆
ジュニア
テニス教室

問い合わせ　スポーツ振興課
　225－3171　　229－0189

問い合わせ　防災室
　229－3104　　223－6247

直ちに命を守るための行動を！

8月30日■運用開始金

特別警報

　「ボランティア活動は単なる無償奉仕では
なく、社会活動の中でキャリアを積んでいく
こと。ワークライフバランスを考えた活動に
より、女性がさらに社会進出しやすい環境を
作っていきたい」と語るのは代表の柏木はる
みさん。県主催の婦人問題アドバイザー養成
講座の参加者が、そのまま解散するのはもっ
たいないと、平成元年に立ち上げた「女性問
題研究会TSUアイリス」が前身になりまし
た。講座で学んだことを広めながら自らの学
びを深めるため、自主的・自発的・自立的に
会を運営し、海岸清掃や喫茶運営などさまざ
まな取り組みを行っています。津アイリスの
活動によって、「男女が認め合い、協力し
合って生きていく」という思いが、より多く
の人に広がっています。

津アイリス

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

男女が認め合い、協力し合うために

●主な内容
　●男女共同参画実現のための活動
　●阿漕浦海岸の美化・清掃活動
　●喫茶の運営

●問い合わせ
　津アイリス（津市市民活動センターオフィスＮ）
　　246－7662

リラックスした雰囲気の中で、
自由に対話するワークショップ

　特別警報は、「東日本大震
災」での津波や「平成23年台
風第12号」による豪雨など、
警報の発表基準をはるかに超
える異常な現象が予想され、
重大な災害が起こる恐れが非
常に大きい場合に発表される
新しい警報です。
　日頃から気象情報に注意し、
避難など早めの行動ができる
準備をしておきましょう。
警報について詳しくは
　津地方気象台防災業務課
　　228－6818

津市スポーツ教室 対　象　市内に在住・在勤・
　在学の人
申し込み　スポーツ振興課、
　津市体育館、津市民プール、
　各総合支所地域振興課、津
　市スポーツ協会にある所定
　の用紙に必要事項を記入し、
　直接またはファクスで提出
締め切り　８月14日(水)ジュニアサッカー教室

※おわび　広報津７月16日号折り込み紙「アンケートにご協力をお願いします！あなたの周りで防災行政無線の放送が聞き取れますか？」で、
　　　　　８月10日(金)までに回答をお願いしていますが、正しくは「８月９日(金)まで」の誤りです。おわびして訂正させていただきます。
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３歳児　平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれ
４歳児　平成21年４月２日～平成22年４月１日生まれ
５歳児　平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれ

対
象
児

　３歳児の二次募集は、定員に余裕がある
場合に、12月初旬に実施する予定です。こ
の場合は、住んでいる地域にかかわらず入
園願書の提出ができます。
　詳しくは、教委教育研究支援課までお問
い合わせください。　229－3243

問い合わせ　市立幼稚園

▲

各幼稚園、教委教育研究支援課　　229－3243　　229－3332、
　　　　　　　　　　　　教委各教育事務所
　　　　　　私立幼稚園

▲

各幼稚園

市内の幼稚園　園児　募集市内の幼稚園の園児を募集募

集

立幼稚園市
　各幼稚園または教委教育研究支援課、教委各教
育事務所で配布する入園願書を、希望する幼稚園
へ提出してください。
願書配布日　８月12日(月)～
受付期間　９月２日(月)～20日(金)８時30分～17
　時15分(土・日曜日、祝日を除く)

立幼稚園私
受付開始　９月２日(月)～
　入園願書の配布、提出方法などは各幼稚園で異
なりますので、詳しくは、各幼稚園へお問い合わ
せください。

市立幼稚園の入園願書を提出できる範囲

修成幼稚園
南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
新町幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
神戸幼稚園
安東幼稚園
雲出幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園
密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園
黒田幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園
豊津幼稚園
椋本幼稚園
明幼稚園
安西・雲林院幼稚園
みさと幼稚園
草生幼稚園
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
香良洲幼稚園
川合幼稚園
大井幼稚園
高岡幼稚園
白山幼稚園

津地域内の幼稚園
　３　歳児
４・５歳児
住所のある小学校区の幼稚園
芸濃地域内の幼稚園
みさと幼稚園
安濃地域内の幼稚園
香良洲幼稚園
一志地域内の幼稚園
白山幼稚園

津

久　居

河　芸
芸　濃
美　里
安　濃
香良洲
一　志
白山・美杉

住んでいる地域 入園願書を提出できる範囲

久居地域内の３歳児保育実施園
住所のある小学校区の幼稚園

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

津

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

香良洲

一志

白山

地域 対象児 幼稚園名 ところ 電話
修成町
桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
新町三丁目
藤方
高茶屋三丁目
神戸　
納所町
雲出本郷町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町
久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
河芸町一色
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町草生
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚
香良洲町
一志町八太
一志町大仰
一志町高野
白山町南出

228－8822
228－8509
232－4084
227－0504
228－2379
227－0507
227－0552
234－2616
226－0204
226－4754
234－3805
232－5913
230－0131
232－1050
255－2654
256－6513
255－5366
252－0883
255－3256
252－1167
255－7130
245－4093
245－4091
245－4121
245－4092
265－4529
265－2054
265－4361
279－2331
268－2364
268－2363
268－2362
268－2360
292－2511
293－6502
293－2615
293－1405
264－0080

高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
ルーテル二葉幼稚園
大川幼稚園
清泉幼稚園
ふたば幼稚園
津幼稚園
津西幼稚園
藤幼稚園
のべの幼稚園

一身田町
丸之内
南が丘一丁目
大谷町
南丸之内
白塚町
南新町
河辺町
高野尾町
久居二ノ町

232－2251
228－3637
226－9945
226－3131
228－5341
232－3228
228－8897
225－4638
230－1280
255－4316

３～５歳児

対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ
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麗しの平安貴族に大変身 

▲

 6/11
　家城小学校の６年生14人が、十二単と束帯の着付け体験をしまし
た。初めての平安時代の衣装は児童たちにとって貴重な体験で、とても
楽しい思い出になりました。

　安濃中公民館の女性学級で、フラワーキャンドル
作りの講座が開かれました。受講生は、色の付いた
ろうの薄いプレートを、手の熱で軟らかくしてちぎ
り、重ね合わせて作ったバラの花を、おしゃれな
キャンドルに仕上げていました。

　八幡公民館で「心と体のヨーガ・セラピー講座」
が開催されました。受講した皆さんは、講師の動き
に合わせながら、ゆるやかな動きで深くゆったりと
呼吸し、心と体をリフレッシュしていました。

おしゃれなキャンドル 

▲

 6/14

心と体をリフレッシュ 

▲

 6/20

　高岡幼稚園・高野保育園園庭で津市消防団一志方
面団員と自主防災会員、住民の皆さんが協力して、
一志地域総合水防訓練を行いました。会場では団長
の指導の下、積み土のう工法や月の輪工法に一生懸
命に取り組みました。

　香良洲小学校と香海中学校が、合同避難訓練を実
施しました。緊張した面持ちの中、小学生は、中学
校の屋上へ避難し、中学生は、６㎞離れた津高等技
術学校まで、１時間かけて避難しました。

いざというときに備えて 

▲

 6/2

逃げろ～！！ 

▲

 6/12

ひとえ
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　絶好のウオーキング日和だったこの日、一志地域で歴史
街道ウォークが開催されました。参加した皆さんは語り部
の話に耳を傾けながら、県指定文化財の石棺や延命寺を見
学し、初瀬街道の街並みを散策しました。

歴史を満喫 

▲

 5/18

　榊原町安子地内で「榊原温泉田んぼアート2013
田植え」が行われ、約240人の参加者が色の異な
る稲を植えました。７月中旬から９月上旬にか
け、田んぼ一面にチューリップとヒマワリの絵が
現れますので、ぜひお楽しみください。

　美里園芸福祉ボランティアの会員と救護施設長谷山
荘の利用者が、国道163号沿いと市美里庁舎前に、
2,100株の花の苗を植えました。参加した皆さんは日
頃から公共施設の花壇をきれいにすることで、住みよ
い地域づくりを行っています。

田んぼアートに挑戦 

▲

 6/16 花いっぱいの
美しい里に▲
 6/10

　芸濃小学校で、交通安全教室がありました。子
どもたちは、見通しの悪い場所での安全確認や、
信号機のある交差点での正しい横断方法を学んだ
後、模擬歩道を使って横断の練習をし、交通ルー
ルやマナーを再確認しました。

しっかり確認しようね 

▲

 5/31

　津リージョンプラザで、津市民文化祭美術部門の写
真展が開催されました。この日のために撮影された力
作ぞろいの作品が並ぶ中、訪れた人々は気に入った作
品の前で足を止めては、興味深げに眺めていました。

瞬間に魅せられて 

▲

 7/3～7

せっ　かん
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みんなの
情報掲示板

記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着みんなの情報掲示板

23

伊
勢
鉄
道

朝陽中
河芸
公民館

河芸
体育館

河芸
図書館

市河芸庁舎

河芸第２
グラウンド

河芸第１
グラウンド

N

通
行
止
め
区
間

■津市民体育大会

■津市民スポーツ教室

サッカー ９月～11月末 市内の中学校
グラウンド

中学１・２
年生 制限なし

中学３年生
以上

個人戦200人
団体戦40チーム

先着300人

８月30日㈮
まで

８月16日㈮

８月５日㈪～
９月６日㈮

８月５日㈪～
23日㈮

小学３年生
以上

津市体育館

県営総合競技場
陸上競技場（伊
勢市）

海浜公園内
陸上競技場

雲出小学校
体育館 小学生以上 30人

８月23日㈮小学５年生 100人

９月28日㈯・
29日㈰

９月29日㈰

９月７日㈯
９：00～12：00

８月25日㈰
９：00～13：00

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 締め切り

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

バドミントン

陸上

サッカー

フェンシング

　中小企業の皆さんへ
　退職金は国の退職金制度で
　国の制度だから安全・安心、社
外積み立てのため管理は簡単で、
掛金は全額非課税です。詳しく
は、勤労者退職金共済機構中小
企業退職金共済事業本部ホーム
ページをご覧ください。
　同事業本部(　03－6907－1234)

　全国中学校ソフトボール大会
　に伴う交通規制
　全国中学校ソフトボール大会
開催のため、河芸グラウンド付
近の道路の一部が次のとおり車
両通行止めになります。
　８月18日(日)～20日(火)７時
～18時ごろ　※雨天の場合は21
日(水)まで 
　同実行委員会事務局(　090－
8185－6044)

　８月は電気使用安全月間
　電気設備の安全点検をして電
気は正しく安全に使いましょう。
　中部電気保安協会津営業所(　
225－8400)

　文化講演会三重大学シリーズ
　？「発見塾」(無料)
　８月10日(土)14時30分～　　
津リージョンプラザ　　菅原洋
一さん(三重大学大学院工学研究
科教授)による講演「千歳山・半
泥子ワールドへようこそ」
　津文化協会(　228－8393)

　職業訓練受講生
　再就職を希望する離転職者
　パソコンＣＡＤ科・販売ビジ
ネス科・金属成形科各10人、設備
配管科・住宅サービス科各15人
　津高等技術学校(　234－2839)

　ひさい音楽祭出演団体
　来年２月22日(土)13時～　　
久居総合福祉会館レクリエーショ
ンホール　　同音楽祭への出演
と運営　※出演は入退場を含め
10分以内　　原則として市内を
中心に活動するクラシック音楽
の演奏形態をもつ団体
　８月５日(月)～23日(金)に久

居総合支所地域振興課にある応
募用紙に必要事項を記入して提
出(23日は17時まで)　
　同実行委員会(同課内、　255
－8812)

　ライトミュージック
　フェスティバル出演バンド
　12月22日(日)　　津リージョ
ンプラザお城ホール　　県内に
在住・在勤・在学のアマチュア
のグループ・個人で、応募曲は
ライブ演奏できるもの(オリジナ
ル・コピー問わず)
　９月４日(水)までに文化振興課
にある所定の用紙に必要事項を
記入し、演奏曲を収録したＣＤ・Ｄ
ＶＤ・ＭＤなどを添えてＫ－Ｎｅｔ事
務局(〒515－2332 松阪市嬉野津
屋城町1420-1)へ　※消印有効。
合格したバンドは９月24日(火)の
会議に出席の後、出演を決定。
　同運営委員会(　0598－42－
6656)

　ぐるっと三重上映キャラバン
　８月22日(木)13時～16時30
分　　久居ふるさと文学館２階
視聴覚室　　医師の斉藤聡明さ
んによる講演「映画よもやま話
～小津映画ともかかわって～」
と映画「お茶漬の味」の上映　
　　60人(事前申し込み不要)
　三重映画フェスティバル実行
委員会担当 (　090－2619－1226)

お知らせ

イベント

募　集
ケイ　　　　ネ　ッ　ト

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込
用紙に必要事項を記入し、直接
または郵送、ファクスで、同協会
(〒514－0027 大門6－15、　273－
5588)へ　※費用など詳しくは
お問い合わせください。
　同協会(　273－5522)

津市民体育大会
津市民スポーツ教室

参加者募集
！
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　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　メール　　ホームページ　

　武道教室体験会(無料)
　９月３日(火)～７日(土)　　
三重武道館(栗真中山町)　　柔
道、剣道、弓道、空手道、なぎな
た、太極拳、居合道　　小学１年
生以上(弓道は中学１年生以上)
　８月１日(木)～25日(日)９時
～17時に直接または電話、ファ
クスで同館(　231－0969、　
231－1381)へ　※月曜日休館

　シルバー人材センター
　技能講習(無料)
　10月８日(火)～11月６日(水)の
うち５日間　　三重県トラック会
館(桜橋三丁目)　　フォークリフ
トの安全運行に必要な知識と技
能を習得するための講習　　55
歳以上で求職中の人　　30人
　８月７日(水)～９月６日(金)
に津市シルバー人材センター(　
224－4123)または三重県シル
バー人材センター連合会(　221
－6161)へ

　紙や布で作る貼り絵
　コラージュ教室参加者 
　８月18日(日)10時30分～12
時30分　　オフィスブレスユー
セミナールーム(城山三丁目)　
　市内に在住・在学の人(親子で
の参加も可能)　　10人　　500
円(材料費を含む) 
　８月12日(月)までにオフィス
ブレスユー(　253－7035)へ　
※土・日
　曜日を
　除く10
　時30分
　～17時

　薬を知る講演会(無料)
　８月11日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　「生活習慣病～治療と合併症
予防について最近の話題～」を

健　康

オペラ
い ちの

I NO CHI
OPERA

９月28日　 16:00開演
　　29日　 13:30開演
県文化会館中ホール
　　　　　 (県総合文化センター内)

土
日

９月28日　 16:00開演
　　29日　 13:30開演
県文化会館中ホール
　　　　　 (県総合文化センター内)

土
日

　――原爆の犠牲となった長崎。
　直接被爆した人の話をもとに構成した、人間の命と
愛の尊さを後世に伝えていく新作オペラです。オペラ
界の第一人者、星出豊さんによる脚本と指揮。作曲は
津市在住の錦かよ子さんです。戦後68年を迎えた
今、あらためて戦争の悲劇を現代に問う作品です。

プレミア席　7,000円
　(指定席・プログラム付き)
指定席　5,000円
自由席　一般4,000円
　高校生以下2,000円
　※未就学児入場不可

無料相談コーナー

テーマに、薬剤師による薬の効能
などの解説と個人相談など
　津薬剤師会(　255－4387)

　三重中央医療センター
　市民公開講座(無料)
　８月24日(土)14時～16時　　
一志農村環境改善センター　　
同医療センター医師による講演
「あなたの肺は大丈夫ですか？」
　同医療センター地域医療連携
室(　259－1211)

　立命館大学学生法律相談部に
　よる法律相談(予約不要)
　学生のほか、顧問教授や弁護
士なども参加します。
　８月23日(金)・24日(土)10時
～14時30分　　アスト津４階会
議室１・２　　金銭・契約、消
費者トラブル、土地・建物、会
社、行政、離婚、相続、労働者
トラブルなど　※刑事法・税法・

年金・保険・係争中の事件は受
け付けできません。
　同部(13時～18時、　075－
465－8175)、対話連携推進室
(　229－3105)　

　女性弁護士による法律相談
　(面談)
　８月26日、９月30日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15
時　　市本庁舎３階相談室　　
女性　　　各８人(予約優先、相
談時間は１人30分以内)
　８月21日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

　司法書士による法律相談
　８月21日(水)13時30分～16
時30分　　津リージョンプラザ
２階健康教室　　相続、多重債
務、金銭問題など　　　８人
　８月13日(火)８時30分から電
話で対話連携推進室(　229－
3105)へ

チケット販売場所・公演問い合わせ
　県文化会館チケットカウンター(　233－1122)
主　催　三重オペラ協会、県文化会館
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長市 活動日記から

長市 コラム

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります 津市長コラム

美杉での映画ロケ

　直木賞作家・三浦しをんさんのベストセラー小説 
『神去なあなあ日常』が映画化されます。
　主人公は都会の高校を卒業したばかりの平野勇
気。ひょんなことから三重県中西部の山奥にある神
去村で林業に従事することになります。そこで自然
を相手に悠々と生きる人たちと出会い、林業のとて
つもない魅力に気付き、成長していく物語です。神
去村は美杉町をモデルにしていると思われ、６月か
ら７月にかけて美杉各地でロケが行われました。
　監督は数々のヒット作を送り出し注目を集める実
力派の矢口史靖さん。主人公平野勇気役に染谷将太
さん、勇気が想いを寄せるヒロイン石井直紀に長澤

まさみさん、林業の天才飯田ヨキは伊藤英明さんと
いう豪華キャストです。１年以上に及ぶ入念な事前
調査の末、美杉の美しい風景や生き生きとしたくら
しの場が撮影ポイントとして選ばれました。
　クランク・インの直後、矢口監督とお話しする機
会に恵まれました。監督は､「林業という生業の厳
しさと生活の風情を感じていただける、野趣溢れる
映画を作りたい。生き物のサイクルの中にどっぷり
浸かってほしい｡」と熱く語ってくださいました。
　映画撮影には、地元の皆様に深いご理解と暖かい
ご支援をいただきました。エキストラの募集には津
フィルムコミッション・ロケッ津もご尽力くださり、延
べ1,500人を超える方が出演されました。消防隊員、
消防団員も全面的にご協力くださったほか、津市美杉
総合支所では、地元調整を一手に引き受け、地元に配
慮したスムーズな撮影の進行に貢献するなど、監督や
スタッフの皆様からも厚い信頼を得ていました。
　映画のタイトルは､『WOOD JOB！(ウッジョブ！)～
神去なあなあ日常～』｡美杉の美しい自然の中で撮
影されたダイナミックな「青春林業エンタテインメ
ント」は2014年に公開されます。

■津市消防団夏期訓練(津市モータ
　ーボート競走場)…６月16日

　消防団員350人と消防職員60人が
参加した津市消防団の夏期訓練が行
われ、基本技能である消防操法訓練
や火災現場を想定した放水訓練、救
護訓練に取り組みました。こうした
訓練の繰り返しにより、現場での対
応力の高い消防団員として献身的な
活躍をされていることにあらためて
敬意を表します。
　今回の訓練には、三重短期大学に
発足した学生消防団である「学生機
能別団員」の20人も参加しまし
た。地域を守るという崇高な気持ち
を持って活動に加わった学生の皆さ
んのご活躍と、若者たちへの広がり
を期待しています。

■東京大学経済学部 講演「自治体
　経営の最前線」…６月26日
　地方公共団体金融機構からのご依
頼をいただき、東京大学経済学部の
３・４年生に地方行政の講演をさせ
ていただきました。タイトルは「自
治体経営の最前線」。
　市民との対話と連携により政策を
実施し、成果をお届けする最前線で
の取り組みを、防災、子育て、行財
政改革、予算編成実務などの実例を
とりまぜながらお話ししました。
　受講生の意識は高く、市民や市議
会との議論の実際、地方公務員の給
与問題、マスコミとの関係等、多岐
にわたり熱心なご質問をいただき、
真摯にお答えしました。

■日本マイクロサーム株式会社立地
　協定調印式…６月27日

　ベルギーを拠点とする高性能耐熱
断熱材メーカーであるマイクロサー
ム・グループの日本法人「日本マイ
クロサーム株式会社」の立地協定調
印式があり、同社のスティーブン・
ヘイテンス代表取締役社長と、駐日
ベルギー王国大使館のリュック・
リーバウト大使とともに協定書に署
名しました。同社は、津市にアジア
での製造拠点となる工場を整備され
るとともに、東京の本社機能も移転
されます。世界で活躍する企業が、
津市を選び立地されたことは大変誇
らしく、また、市長として誘致に貢
献できたことをうれしく思います。

津市長　前葉泰幸

かむ　さり

なり　わい

あふ

つ

しん　 し
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福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ

　受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は
８月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の前
年中の所得を基準に、毎年９月１日に更新します。

　９月１日以降の受給資格は、平成25年度(平成
24年中)所得で判定しますので、これまで該当し
なかった人も、所得の変動などにより受給できる
ようになる場合があります。受給資格の有無など
詳しくは、保険医療助成課または各総合支所市民
福祉課(市民課)までお問い合わせください。

■全ての人に共通して必要なもの
　印鑑(スタンプ印を除く)
　健康保険証
　預金通帳
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
　身体障害者手帳、または療育手帳、精神障害者
　保健福祉手帳
一人親家庭等医療費
　戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
　妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
　精神障害者保健福祉手帳
　入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握で
　きない人
　　平成25年度住民税所得課税証明書(控除の分
　かるもの)、平成25年度住民税特別徴収税額通
　知書、平成25年度住民税納税通知書のいずれか
※住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知書
　のどちらももらっている人は、両方必要です。

　受給者は全員、更新手続きが必要です。更新手
続きの案内を８月初旬に送付しますので、必要書
類を添えて８月中に提出してください。郵送での
提出も可能です。

　受給資格証の有効期限が出産月(死産を含む)の
翌月末日のため、更新手続きや新しい受給資格証
の送付はありません。

●更新申請が遅れると、助成は申請月の１日からに
　なりますので、更新手続きは早めにお願いします。
●受給資格証の記載事項(加入医療保険など)に変
　更があった場合は、必ず届け出てください。
●所得の状況などにより受給資格を失う人には、
　案内を送付します。

　受給資格証は発行していませんので、更新手続
きは不要です。

　平成25年度(平成24年中)の所得が所得制限限
度額未満であることが確認できる人には、８月下
旬に新しい受給資格証を送付します。なお、一人
親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当の現況
届の状況によって、資格を失う場合があります。
　転入(平成25年１月２日以降)または所得税・住
民税の未申告などで所得の確認ができない場合
や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が
必要な人には、更新手続きの案内を８月初旬に送
付します。必要書類を添えて８月中に提出してく
ださい。郵送による提出も可能です。

妊

子

精

産婦医療費

更新のときの注意点など

手続きに必要なもの

9月1日で受給資格証を更新 現在、助成を受けていない人も
受給条件に該当する場合があります

ども医療費（中学生）

神障がい者医療費

一 子人親家庭等医療費・ ども医療費（0歳～小学生）
障 65がい者医療費・ 歳以上障がい者医療費・
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子どもをもつ保護者の
皆さんへ
日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を
優先します

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001
　　　　　　各総合支所市民福祉課（市民課）

　保育所、幼稚園、小・中学校などで、けがなどをした場合は、
日本スポーツ振興センター災害共済から医療費などが給付されま
す。日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します
ので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただく
ことになります。ご注意ください。

●所得制限限度額表

●対象者と助成対象額

扶養親族
などの数

０人
１人
２人
３人

４人以上

障がい者

医療費助成の種類 対　　象 助成対象額（保険診療分）

身体障害者手帳の交付を受けている人（１～３級）

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
（１級）

療育手帳の交付を受けている人（Ａ・Ｂ１）、または
知能指数が50以下と判定された人

上記の「障がい者」の条件で、後期高齢者医療制度
の被保険者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（１～
２級）で、本人と扶養義務者等が本市の区域内に引き
続き１年以上居住しており、指定病院（精神科）に継
続して90日を越えて入院している人

●18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者
　のいない母または父、およびその子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護し
　ている配偶者のいない人
※18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日
　以降の最初の３月31日までの子どものこと

12歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

12歳になった日以降の最初の４月１日から、15歳に
なった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊娠５カ月以上の妊産婦

入院・通院時の自己負担額
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
　る人は通院時の自己負担額

入院・通院時の自己負担額

入院・通院時の自己負担額

指定病院（精神科）入院時の自己負担額の２分
の１

入院時の自己負担額

入院・通院時の自己負担額から、１つの医療
機関で１カ月当たり1,500円を控除した額。た
だし、調剤薬局は自己負担額

精神障がい者

一人親家庭等

子ども（０歳～小学生）

子ども（中学生）

妊産婦

65歳以上障がい者

１人増えるごと
に38万円を加算
した額

※一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
※各種控除があるため、所得額については目安としてください。

※加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
※保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。

ふ　　か

１人増えるごと
に21万3,000円を
加算した額

１人増えるごとに38万円を加算した額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等 子ども 妊産婦

配偶者および
扶養義務者等
所得額

本人所得額 本人所得額 扶養義務者等
所得額 保護者所得額

本人および
配偶者等
所得額

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円
474万4,000円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円
696万2,000円

192万円
230万円
268万円
306万円

236万円
274万円
312万円
350万円

622万円
660万円
698万円
736万円

622万円
660万円
698万円
736万円
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