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生活排水処理アクションプログラム

津市中央浄化センター内の
下水処理設備

シ
ロ
モ
チ
く
ん
と
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が
語
る
津
市
政
⑭

生活の中で出る水をきれいに
～生活排水処理アクションプログラムってなあに～
生活の中で出る水をきれいに
～生活排水処理アクションプログラムってなあに～

　ねえねえ、シロモチくん。私たちが使っ
た後に出る汚れた水は、どこへいくの？
　みんなの家から出された後、いろいろな
施設を通って、最後は川や海に流されるん
だ。
　でもそのまま流したら川や海も汚れちゃ
うよね。
　そうだね。だから、その前に人工的にき
れいにしているんだよ。
　どうやってきれいにしているの？

　１つは下
水処理とい
って、地下
に埋めた管
に汚れた水
を流し、そ
れを１つの
場所に集め
てきれいにする方法なんだ。
　他にはどんな方法があるの？
　各家庭ごとで、浄化槽っていう汚れた水
をきれいにするものを使う方法もあるよ。
　どうしてみんな同じじゃないの？
　下水処理は、地下に管を入れる下水道工
事が必要で、これにはたくさんの時間とお
金がかかるんだ。
　じゃあ、全部のところに下水道をつくる
のは大変だね。
　それで三重県では「生活排水処理アクシ

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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公共下水道事業から浄化槽事業に計画変更となった地区等

農業集落排水事業から浄化槽事業に計画変更となった地区等

津 地 域

久居地域

美里地域

安濃地域

一志地域

白山地域

美杉地域

高野尾町、大里睦合町（一部）、小舟、殿村、野田、片田長谷場町、
片田志袋町、片田長谷町、分部、産品、片田薬王寺町、片田久保町、
片田町、片田井戸町、片田田中町、安東町（一部）、一色町、納所町
（一部）、北河路町、豊が丘団地、殿舟団地、片田団地、泉ヶ丘団地

榊原町、大鳥町、久居一色町、稲葉町、戸木町（一部）、中村町、
庄田町、森町、青葉台、善応寺団地、グリーンヒル久居

長谷山ハイツ

荒木、内多（一部）、安濃（一部）、ピュアタウン安濃

波瀬、井関（一部）、大仰（一部）

三ケ野、二本木（一部）、川口（一部）、垣内、八対野、稲垣、山田野、
藤、二俣、真見、北家城、南家城

竹原、八手俣、八知、太郎生（一部）、三多気、杉平、石名原、川上、
奥津、丹生俣、上多気、下多気（一部）、下之川

ョンプログラム」を作って、下
水道を整備する区域や、農業集
落排水といって農家が多い地域
でまとめて生活排水などを処理
する施設を整備する区域、浄化
槽を整備する区域などに区分け
しているんだよ。
　この区分けって誰が決めた
の？
　人口の減少や社会の動き、工事
や維持管理に必要なお金などを
よく考えて、市の計画に基づいて
県と市が協議して決めたんだ。
　でもそれは年々変わっていく
よね。
　だから、このプログラムは、
社会や経済の状況の変化、また
それぞれの地域の様子を見なが
ら、定期的に見直していくんだ
けど、今のは平成24年８月に見
直されたものなんだ。
　どんな見直しがされたの？
　有効で無駄のない排水の処理
が進められるよう、これまで下

水道や農業集落排水施設を造る
計画だった区域を減らして、浄
化槽を造る区域を増やす見直し
がされたんだ。これで、全体と
して使うお金の額も減らすこと
ができるんだよ。
　水をきれいにする施設が増え
ていけば、川や海の水も汚れな
くなるね。

　そうだね。今、津市では、浄
化槽の整備をもっと進める方法
を考えているんだ。
　どうするの？
　これまでは、各家庭の負担で
浄化槽を設置していたけど、も
ともとこれを設置することと決
められていた区域とアクション
プログラムの見直しで下水道か
ら浄化槽に変わった地域の人が
「浄化槽を設置したい」と思っ
たら、設置工事から維持管理ま
での費用を市が負担しようと考
えているんだ。その代わりに、

市が浄化槽の使用料を各家庭か
ら徴収する仕組みなんだよ。
　すでに設置した人たちはどう
なるの？
　希望があれば市が浄化槽の維
持管理を引き受けて、使用料を
徴収することも考えているよ。
　この新しい仕組みだと、どん
なメリットがあるの？
　設置工事費にいくらかの分担
金はいるけど、市が工事をする
から今よりも負担が少なくなる
んだ。それと維持管理の手間が
省けるね。
　他にもメリットはあるの？
　市が維持管理することで、法
律に基づいた保守点検や清掃が
きちんと行われるから、いつも
きれいな水を流せるんだ。
　自然環境を守るために、これ
からもみんなで水をきれいにし
ていかなくちゃいけないね。

問い合わせ　下水道政策課　　239－1038　　239－1037

芸濃町椋本地内にある下水処理施設
「津市椋本浄化センター」
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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

新たに10月から引き落としになる人をお知らせします
個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度

昨年の津市総合防災訓練の様子

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

10月の献血（400ml）

健康づくり課
　229－3310　　229－3287

高齢者の皆さんへ
季節性インフルエンザ
予防接種費用の助成

お知らせ

福祉政策課
　229－3150　　229－3334

災害時要援護者登録制度

教委学校教育課
　229－3246　　229－3332

就学時健康診断

対　象　津市に住民登録があり、
　以下のいずれかを満たす人
　●接種日当日に65歳以上の人
　●接種日当日に60～64歳で、
　心臓・腎臓・呼吸器の機能ま
　たはヒト免疫不全ウイルスに
　より免疫の機能に障がいがあ
　り、日常生活が極度に制限さ
　れる人
接種期間　10月15日(火)～来年
　１月31日(金)
接種場所　県内の協力医療機関
自己負担額　1,000円(助成後の
　金額です。当日、医療機関で
　お支払いください)　※生活保
　護受給者は、自己負担額の免
　除がありますので、必ず「生
　活保護受給証明書」を医療機
　関に提出してください。
接種回数　１人１回
接種時の持ち物　健康手帳

と　き　10月23日(水)９時30分
　～11時
ところ　一志高岡公民館
対　象　男性17～69歳、女性18
　～69歳で男女とも体重が50㎏
　以上の人　※65歳以上の人は、
　60～64歳に献血経験のある人

　災害時に自力での避難が困難
な人が、地域の人に避難支援を
希望する場合は、災害時要援護
者として登録できます。
対　象　一人暮らしなど災害時
　に家族等の支援が受けられな
　い人で、次の①～③のいずれ
　かに該当し、地域の支援者へ

　の情報提供に同意する人
　①65歳以上の人
　②一定の要件を満たす障がい者
　③要介護認定が３以上の人
問い合わせ　①高齢福祉課(　229
　－3156)②障がい福祉課(　229 
　－3157)③介護保険課(　229－
　3149)または各総合支所市民
　福祉課(福祉課)、その他制度
　に関することは福祉政策課(　
　229－3150)

　来年４月に小学校入学予定の
子どもを対象に、健康診断を無
料で行います。該当する家庭に
は、10月中旬に「お知らせ」を
郵送しますので、指定の日時や会
場を確認の上、子どもと保護者
が一緒にお越しください。

◆公的年金からの特別徴収制度とは
　公的年金を受給している人が、個人市民税・県
民税を年金からの引き落としにより納付する制度
です。
◆新たに対象となる人は
　平成24年度は年金から特別徴収(年金からの引
き落とし)されていない人で、下記の「対象」全
てに該当する人は、平成25年10月支給分の年金
から特別徴収が開始されます。対象者には、６月
に発送した「平成25年度市民税・県民税納税通
知書」に、お知らせを同封しています。
対　象
　●昭和23年４月２日以前に生まれた人
　●平成24年中の所得が公的年金のみで、平成25
　　年度個人市民税・県民税が課税されている人

　●平成25年１月１日以降、引き続き市内に居
　　住している人
　●年金から介護保険料が引き落としされている人
納付方法
　今年度は、年税額の半分を今までどおり、第１
期、第２期に分けて普通徴収で納付していただ
き、残り半分を３回(10月、12月、２月)に分け
て年金から引き落とします。

問い合わせ　市民税課
　229－3130　　229－3331

普通徴収と特別徴収の納付月など
普通徴収

（納付書または口座振替）

納付
月

平成25年
６月

（第１期）

年税額の
1/4

平成25年
８月

（第２期）

年税額の
1/4

平成25年
10月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成25年
12月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成26年
２月

（年金支給月）

年税額の
1/6

納付
割合

特別徴収
（年金からの引き落とし）

　災害時には、地域の皆さんも
被災者となる可能性があるので、
日頃からできる範囲で自らの身
を守るよう心掛けることが大切
です。
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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
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写　真

書

彫　刻

日本画

洋　画

美術
工芸

部門 と　き

審査会

鑑賞会

審査会

鑑賞会

審査会

鑑賞会

審査会

鑑賞会

審査会

鑑賞会

審査会

鑑賞会

10月22日㈫10：00～

10月27日㈰13：30～

10月22日㈫10：00～

10月27日㈰13：30～

10月22日㈫13：30～

10月27日㈰13：30～

10月22日㈫10：00～

10月27日㈰14：30～

10月21日㈪10：00～

10月27日㈰10：00～

10月21日㈪13：30～

10月27日㈰10：00～

下水道政策課
　239－1038　　239－1037

10月1日は浄化槽の日
浄化槽は適正な維持管理を

環境保全課
　229－3259　　229－3354

屋外焼却の禁止

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

通学区域（小学校区）の
一部変更 イベント

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

戦没者戦災犠牲者追悼式

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市美術展覧会

　来年４月１日から、神戸154番
地台(グリーンハイツ津新町自治
会)の通学区域(小学校区)が変わ
ります。
変更前　神戸小学校
変更後　新町小学校
　ただし、来年度の入学者・転
入者は、神戸小学校に入学する
こともできます。また今後、神
戸小学校に兄・姉が在籍してい
る間に入学する新１年生は、神
戸小学校に入学することもでき
ます。ともに手続きが必要です
のでお問い合わせください。

　家庭でごみを焼却すると、悪
臭や煙が発生し、近隣の迷惑に
なるだけでなく、ダイオキシン
類が発生するなどの問題があり
ます。ブロック囲いや基準に適
合しない焼却炉などによる焼却
は禁止されていますので、家庭
ごみは焼却せずに、決められた
収集日に出しましょう。
　例外として、風俗習慣上や宗
教上の行事を行うために必要な
焼却や、農林漁業を営むために
やむを得ない焼却などがありま
すが、近所迷惑にならないよ
う、風向きや付近の状況に十分
配慮しましょう。

　浄化槽は、トイレや台所など
から排出される汚れた水を、微
生物の働きを利用してきれいに
し、美しく豊かな自然を守って
います。
　浄化槽の機能を適正に保つた
めには保守点検・清掃・法定検査
が大切です。なお、適正に実施

されていない場合は、罰則規定
があります。
◆保守点検…県に登録されてい
　て、浄化槽管理士がいる浄化
　槽保守点検業者に、汚泥(微生
　物)の管理、機器の点検、消毒
　剤の補充などをしてもらいま
　しょう。(家庭用で年３～４回
　以上)
◆清掃…市長の許可を受けた浄
　化槽清掃業者に、槽内部にた
　まった汚泥の抜き取り、機器
　類の洗浄、掃除などをしても
　らいましょう。(年１回、全ば
　っ気方式は６カ月に１回以上)
◆法定検査…保守点検・清掃が
　適切に実施され、浄化槽が正
　常に機能しているかを総合的
　に判断するための検査です。
　浄化槽法では、年１回県知事
　の指定する一般財団法人三重
　県水質検査センターの検査を
　受けることが義務付けられて
　います。
浄化槽の正しい使い方
●台所から天ぷら油などを流さ
　ない。
●トイレではトイレットペーパー
　以外のものを流さない。
●送風機(ブロア)の電源は切ら
　ない。
合併処理浄化槽を設置しましょう
　合併処理浄化槽は、し尿と生
活雑排水の両方を処理する浄化
槽で、し尿だけを処理する単独
処理浄化槽に比べ、生活排水の
汚れを大幅に少なくすることが
できます。
　すでに設置されている単独処
理浄化槽は、合併処理浄化槽へ
の転換の努力義務が法律で定め
られています。合併処理浄化槽
を設置する人には補助金を交付
していますので、補助条件など
詳しくは、津市ホームページを
ご覧いただくか、下水道政策課
または各総合支所地域振興課へ
お問い合わせください。

と　き　10月24日(木)13時30
　分～　※受け付けは12時30分～
ところ　津リージョンプラザお
　城ホール　※入場者多数の場
　合、入場制限を行うことがあ
　ります。

　各部門の入選以上の作品と審
査員の作品の展示を行います。
と　き　10月26日(土)～11月４
　日(月・休)９時～17時　※10月
　28日(月)は休館。10月31日 (木)・
　11月１日(金)は19時まで、11月
　４日(月・休)は16時まで
ところ
●写真・書・彫刻・美術工芸…
　津リージョンプラザ
●日本画・洋画…ポルタひさい
　ふれあいセンター
審査会と鑑賞会
　各展示会場で公開審査会と作
品鑑賞会を行います。どなたで
も参加できますので、力作の
数々をぜひご鑑賞ください。
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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

イベント

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

多気城下絵図展

美杉ふるさと資料館
　275－0240

市民交流課
　229－3146　　229－3366

津市国際交流デー

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

スイーつスタンプラリー

杉尾秀哉さん

募　　集

　伊勢国司北畠氏の本拠、多気の
城下を描いた絵図を展示します。
と　き　10月4日(金)～27日(日)
ところ　中央公民館ギャラリ―、
　美杉ふるさと資料館　※美杉
　ふるさと資料館は、10月７日
　(月)・15日(火)・21日(月)休館

　津市に
住む外国
人の皆さ
んと交流
し、異文
化に触れ
てみませんか。
と　き　10月20日(日)11時～16時
ところ　お城西公園
内　容　屋台村での各国の料理
　やお菓子の販売、演奏やダン

　スなどのステージアトラクシ
　ョン、外国人住民向けの日本
　文化の紹介など

　市内の和洋菓子店を紹介した
「スイーつマップ」掲載店で、
スタンプラリーを開催します。
各店舗で買い物をして、スタン
プを集めた人には、抽選で豪華
景品をプレゼント。スタンプラ
リーの台紙は、参加店舗や商業
振興労政課などで配布するほ
か、スイーつホームページから
もダウンロードできます。
期　間　10月１日(火)～来年１
　月31日(金)

　林業振興事業や森林整備計画
の策定に関する事項等を審議す
る委員を公募します。会議は年
間３回程度、平日に行います。
対　象　次の全てを満たす人
●市内に在住・在勤・在学で平成
　25年4月1日現在20歳以上の人
●林業の分野に関心が高い人
●本市の議員・常勤職員・他の
　協議会等の委員でない人
任　期　委嘱した日から２年間
募集人数　３人程度(選考あり)
報　酬　日額9,000円
応募方法　林業振興室または各
　総合支所地域振興課にある申
　込用紙に必要事項を記入し、原
　稿用紙に書いた400字以内の
　作文「津市の林業について思う
　こと」を添えて、直接または郵
　送、ファクス、Ｅメールで林業
　振興室(〒515-2603 白山町川
　口892、　262－7025@city.tsu.
　lg.jp)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。
募集期間　10月３日(木)～11日
　(金)必着

選挙のこと、政治のこと、もっと知りたい！

市民白バラ講演会

問い合わせ　選挙管理委員会事務局
　229－3236　　229－3338

　明るい選挙の推進と、皆さんに政治や選挙に
対する関心を深めてもらえるように、市民白バ
ラ講演会を開催します。
と　き　10月30日(水)13時15分～15時
ところ　津リージョンプラザお城ホール
講　師　杉尾秀哉さん(TBSテレビ報道局解説・
　専門記者室長)
演　題　～報道マンが語る～政権の行方と日本
　経済の今後の展望
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　600人

入場料　無料
入場整理券　10月7日(月)
　から市本庁舎１階案
　内、各総合支所地域振
　興課、各出張所、アス
　トプラザ、津リージョンプラザ、中央公民館
　で配布するほか、はがきまたはファクス、Ｅ
　メールで希望者氏名・住所・電話番号を選挙
　管理委員会事務局(〒514-8611 住所不要、　
　229-3236@city.tsu.lg.jp)へ　※後日、入場
　整理券を郵送します。

SWEETSU│

林業振興室
　262－7025　　264－1000

津市森林整備協議会委員
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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

資産税課
　229－3132　　229－3331

臨時職員（短期）

榊原農民研修所
　252－0220　　252－1172

かかしコンテスト作品

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

ボートレース津イベント
初心者から楽しめる写真教室

選挙管理委員会事務局
　229－3236　　229－3338

津市議会議員選挙の啓発標語

三重短期大学大学総務課
　232－2341　　232－9647

平成26年4月1日採用予定
三重短期大学専任教員

白山保健センター
　262－7294　　262－6520

健康づくり推進員による
元気づくり集会

任用期間
●12月2日(月)～来年3月14日(金)
●12月2日(月)～来年3月31日(月)
　いずれも８時30分～17時15
　分　※土・日曜日、祝・休日、
　年末年始(12月29日～１月３
　日)を除く
勤務場所　市本庁舎
業務内容　封入封緘作業、書類整
　理など
定　員　各任用期間２人　※面
　談の上、決定
賃　金　日額5,930円(通勤手当
　は別途支給、駐車場なし)
申し込み　直接または電話で資
　産税課へ
申込期間　10月9日(水)～22日(火)
※業務内容等詳しくは、面接時
　に説明します。

　プロのカメラマンに写真の上
手な撮り方を教わってみません
か。ボートレースセミナーも行
います。
と　き　10月20日(日)13時30
　分～
ところ　津市モーターボート競
　走場１階案内所前
持ち物　カメラ、三脚
定　員　先着20人
費　用　100円(入場料)
申し込み　電話で競艇事業課へ
申込開始日　10月７日(月)

　榊原温泉秋の収穫祭「かかし
コンテスト」の作品を募集して
います。詳しくはお問い合わせ
ください。
テーマ　ヒーロー
申し込み　榊原農民研修所へ
締め切り　10月31日(木)

　来年１月26日(日)に行われる
予定の、津市議会議員選挙の啓
発活動などに使用する標語を募
集します。
内　容　津市議会議員選挙の投
　票参加や、明るい選挙の推進
　を呼び掛けるもの　※未発表
　の自作のもので１人３点まで
対　象　市内に在住の人
賞　品　最優秀賞１点…図書カ
　ード１万円分、優秀賞５点…
　図書カード 3,000円分
申し込み　はがきまたはファクス、 
　Eメールで標語(ふりがな)、住
　所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
　番号を選挙管理委員会事務局
　(〒514-8611 住所不要、　229
　-3236@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　10月23日(水)消印有効
注意事項
●応募作品は返却しません。
●入賞作品の著作権、使用権は
　津市選挙管理委員会に帰属し
　ます。
●入賞した人は氏名や住所を公
　表しますので、同意の上応募
　してください。

と　き　11月７日(木)14時～15
　時30分
ところ　白山保健福祉センター
　２階
内　容　ダンベル体操、ストレ
　ッチ
定　員　先着50人
持ち物　ダンベル(水または砂を
　入れた350～500mlのペット
　ボトルでも可)、飲み物、タオ
　ル、運動しやすい服装
申し込み　白山保健センターへ
申込開始日　10月８日(火)

専門分野　給食の運営
採用職　教授、准教授または講師
応募資格　管理栄養士の資格を
　持ち、博士または修士の学位を
　有するなどの条件を満たす人
定　員　１人
申し込み　三重短期大学大学総
　務課へ
締め切り　10月21日(月)17時

ふう　かん

和船山車「安濃津丸」
１日船長が決定！

ディズニーの仲間たちも
パレードに登場！

観光振興課　　229－3234　　229－3335

一日船長 いとうまい子さん（女優）

大パレード和船山車「安濃津丸」
13日■10:15頃
　　　　　　裁判所前スタート

ディズニーパレード
13日■16:00頃
　　　　　 裁判所前スタート

日 日

○C Disney
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日・祝

問い合わせ　河芸総合支所地域振興課
　244－1700　　245－0004

問い合わせ　久居総合支所地域振興課
　255－8846　　255－0960

久居彩祭

ひさい版仮装大笑

久居彩祭 前夜祭

◆ポルタひさい

◆緑の風公園

◆久居二ノ町商店街周辺
ステージ発表、地元商店等による出店、子ども長巻
きずし、子どもみこしなど

子ども向けステージイベント、クラフト体験、ミニ
ＳＬ乗車など

三重のまんなか博覧会(前夜祭から引き続き)

白山総合文化センターしらさぎホール
※13:00から整理券を入口で配布

河芸文化祭

フェスタinかわげ
～親子で受けたい授業＆実験教室～ 河芸公民館とその周辺

金谷俊一郎先生の
おもしろ歴史講演会

キングオブコメディの
お笑いステージ（要整理券）地域農産物・

特産品の販売
　テレビ番組「世界一受けた
い授業」でおなじみの金谷俊
一郎先生による歴史講演

らんま先生の
eco実験教室

　整理券は、10
月21日(月)から河
芸総合支所地域振
興課、河芸公民館
で配布(１人２枚
まで)

久居まつり

梅小鉢

金谷俊一郎先生

　戦国時代の歴史の舞台となった伊
勢上野城にちなみ、有名講師による
歴史講演や実験教室など、親子で学
び、楽しめるイベントを開催します。

キングオブコメディ

らんま先生

子ども長巻きずし

ステージ発表

　「日本テレビ全日本仮
装大賞」の常連出場者も
参加！ゲストは菅野美穂
のモノマネでおなじみの、
梅小鉢のお二人です。

緑の風公園  11：00～21：00
　キャンドルナイトやキャンドルラ
イブ、グリーンカフェなど盛りだく
さんの内容です。

ポルタひさい  10：00～16：00
県内のまちかど博物館約50館と来年
開館の県立博物館の展示品が集合す
る三重のまんなか博覧会

　作品展示や舞台発表、バザーなどを開催します。 河芸公民館、河芸体育館とその周辺

日・祝
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市民活動紹介

　「祭りをつなぐことで久居が元気なまちにな
れば」と話すのは、久居彩祭運営委員会事務局
の青木義則さん。久居彩祭運営委員会は「春の
久居まつり」や秋の「久居まつり」の企画運営
を行うだけでなく、地域の他のイベントにも積
極的に関わっています。地域に根付いた祭りに
したいとの思いから、久居まつりの会場を現在
の久居二ノ町の野辺野神社周辺に移し、地元商
店街や地域の団体が中心となって７年前に運営
委員会ができました。最近では、久居げんき会
や久居こどもみこし世話人会、のべの舞姫倶楽
部などの新たな団体が加わり、ますます活発に
なっています。
　今後も獅子舞の復活などの新企画を計画し、新
たなメンバーの活躍の機会を増やして、次世代に
バトンをつなげていきたいと意気込みを語ります。

久居彩祭運営委員会

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

問い合わせ　商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

人・町・文化をつなぐ久居彩祭

●主な活動内容
　●久居まつり（久居彩祭）の企画運営
　●春の久居まつりの企画運営

●問い合わせ
　久居彩祭運営委員会
　　090－5112－7111（青木）

昨年の久居まつり久居彩祭

創出事業商店街にぎわい

大門 いこにこ広場
オーデンビル(大門大通り商店街内)
　

営業時間　10時～17時
休 館 日　毎週月曜日

10月19日　オープン土

　未就学の小さいお子さんと保護者の憩いの場所
として、大門大通り商店街アーケード内に「大門
いこにこ広場」がオープンします。
　絵本の読み聞かせやパネルシアター、体操など
の「あそびのじかん」やパパママのための講座も
定期開催します。施設内には飲食スペースもあり
ますので、商店街のお店から出前を頼んだりして
みんなで楽しく食事することもできます。

帰りに
ちょっと
買い物

あそびの
じかんに
参加

飲食スペースで
家族や仲間と
楽しく食事パパママの

ための
講座に参加

子どもと
一緒に
楽しい時間

いこにこ って？
大門へ「行こ」に、「にこ」にこ 楽しいよ

N

23

いこにこひろば
（オーデンビル）

フェニックス通り
大門大通り商店街

だいたて駐車場

大門
駐車場

三重会館
津中央郵便局

三重会館前
バス停 津センター

パレス

フェニックス通り
駐車場・駐輪場

観音公園
津観音寺

写真はイメージです
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４日（月・休）

５日㈫

９日㈯

16日㈯

12日㈫

19日㈫

10日㈭13：30～
伊勢地地域住民センター

11日㈮19：00～
下之川地域住民センター

16日㈬19：30～
竹原地域住民センター

とき（10月）・ところ 内　容 講　師

とき（11月） 内　容 講　師

とき（11月） 内　容 講　師

９：00
～10：20

参加型人権学習
身も心もほぐし笑って考えよう人権
のこと

三重県子どもNPOサポート
センター理事長
田部眞樹子さん

エスペランサ代表
青木幸枝さん

社会人落語家
切磋亭琢磨さん

人権講演会講師
石崎豊さん

津市反差別青少年友の会
メンバー
ＮＰＯ法人ステップワン
杉田宏さん

社会人落語家
切磋亭琢磨さん

ユニバーサルデザイン
まちづくりの会代表
木下美佐子さん

ＮＰＯ法人アイパートナー
理事長
戸松伯子さん

人権教育課職員
外岡博明さん

津市人権擁護委員（弁護士）
三浦敏秀さん

津市人権擁護委員
髙倉保夫さん

県立こころの医療
センター認定看護師
田中徹さん

講演「認知症を正しく理解し、
その人らしく生きるために」

美杉人権サークル
芽吹きの会人権紙芝居と参画型学習

大泉寺住職
伊藤訓之さん講演「自らの差別意識を問う」

人権寄席
落語を聴いて笑って考えよう身近な
人権を

多文化共生
外国につながる子どもたちから見え
てきたこと

子どもの人権
チャイルドライン・こどもほっとダイ
ヤルから見えてくる子どもたちの姿

同和問題

障がい者の人権

10：30
～11：50

９：00
～10：20

10：30
～11：50

９：00
～10：20
10：30
～11：50

13：35
～14：40

13：30
～14：40

13：30
～14：40

14：50
～16：00

14：50
～16：00

14：50
～16：00

子どもの人権
身も心もほぐし、ちょっと考えてみよ
う子どもの人権～参加型～

高齢者の人権
こんなときあなたはどうしますか？
～年を重ねて見えてくるもの～

障がい者の人権
障がい福祉の生活訓練現場から伝えた
いこと

外国人の人権
多文化共生社会を生きる～日本語教室
からの発信～

女性の人権
女性のＤＶ被害についての実務的対応

同和問題
同和問題を考える

問い合わせ　美里総合支所地域振興課　　279－8111　　279－8125

問い合わせ　美杉教育事務所　　272－8092　　272－8090

問い合わせ　香良洲総合支所地域振興課　　292－4374　　292－4318

　１講座から受講可能です。
ところ　サンデルタ香良洲すこ
　やかルーム
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選40人程度
受講料　無料
申し込み　はがきまたは電話、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を香良洲総合支所地域振
　興課(〒514-0392 住所不要)
　へ
締め切り　10月21日(月)消印有効

　いずれも事前申し込みは不要
です。
受講料　無料

　１講座から受講可能です。
ところ　美里文化センター２階
　学習室
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選各30人程度
受講料　無料
申し込み　はがきまたは電話、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を美里総合支所地域振興
　課(〒514-2192 住所不要)へ
締め切り　10月25日(金)消印有効

香良洲市民人権講座

美杉人権学習会

美里市民人権講座
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問い合わせ　こども家庭課
　229－3167　　229－3451

　こども家庭課または各総合支所市民福祉課(福祉
課)、各保育所で配布する申し込み書類に必要事項
を記入し、11月１日(金)～29日(金)にこども家庭課
または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所へ
提出してください。※土・日曜日、祝・休日を除く

　公立保育所と私立保育所の保育料は同額です。
原則として父母の平成25年分所得税額の合計によ
り決定します。ただし、父母の収入が少なく同居の
祖父母が家計の主宰者である場合や、自営業を営む
祖父母の税法上の専従者に父母がなっている場合
は、祖父母も算定対象に含めることがあります。
　所得税が非課税の場合は、平成25年度市町村民
税額の合計により決定します。なお、保育料を滞納
した場合、滞納処分を執行することがあります。

　保育所は、保護者が働いていたり、病気などのために児童を家庭で保育できないとき、保護者に
代わって保育する児童福祉施設です。
　保育所に入所できる児童は、保護者および同居の祖父母(入所希望月時点で65歳未満の場合)がそ
れぞれ次の要件のいずれかに該当するため、家庭での保育ができないと認められる場合です。

申し込み

こんな場合に入所できます

家庭外労働 家庭内労働 母親の出産

病人の看護など 疾病・障がいなど 家庭の災害

保育所入所負担金（保育料）

来年４月からの保育所入所申し込み

受付期間 11月1日■～29日■金 金

児童の保護者
などが、家庭
外で仕事をし
ている

児童の保護者などが、家庭内
で児童と離れて日常の家事以
外の仕事をしている

母親が出産（出
産予定日の前２
カ月から後２カ
月程度まで)

児童の家庭に長期にわたる病
人や、心身に障がいのある人
がいて、保護者などがいつも
看護に当たっている

児童の保護者などが病気にか
かったり、負傷
または心身に障
がいがある

家庭が火災や風水害・地震な
どの災害に遭い、保護者など
がその復旧に当たっている

  今後の予定
10月　申込書類の配布
11月　入所申し込みの受け付け
12月　入所面接
来年１～３月　所得に関する書類の提出
３月　入所決定、各保育所で入所説明会

次の場合には入所できません

！

！

！

！

入所を希望する保育所の定員に、余裕
がない場合
各種必要書類の提出がない、あるいは
入所面接が済んでいない場合
平成26年４月１日に住民登録が津市に
ない場合
申し込み内容に虚偽があった場合
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問い合わせ　競艇事業課
　224－5106　　224－9944

問い合わせ
　教委生涯学習課
　　229－3248
　　229－3257

　地元飲食店による出店や、地元物産品・食
品・手作り品などの販売、クラフト作りなどの
体験、ダンス発表のイベントなど盛りだくさん
です。このイベントでの売り上げの一部は東日
本復興支援の義援金などにします。

販　売
　地元物産品や食品・グッズなどの販売
体　験
　さまざまなワークショップや体験教室
飲　食
　地元飲食店などによるご当地グルメ等の出店
イベント
　各種団体による演奏や踊りなどの催し
その他
　アルミ缶でリサイクルチャリティー
　(アルミの空き缶を会場へお持ちください)

10月20日　 10時～15時30分ごろ
津市モーターボート競走場２階展示スペース他

一緒に学んでみませんか
生涯学習支援ボランティア制度
生涯学習情報バンク(団体・講師)制度の利用を
　一人一人の生涯学習活動をさらに充実させるために、また、さまざまな学習活動を始めるきっかけづ
くりのために、市内で生涯学習活動を支援している団体や個人を津市ホームページや教委生涯学習課窓
口で紹介しています。ぜひご利用ください。

　知識や経験を生かし、学校や地域でボランティ
アとして無償で支援・活動することを希望してい
る人の情報

団体 ▼誰でも参加できる生涯学習活動を行ってい
　　　るグループやサークルの情報
講師 ▼生涯学習活動を指導できる講師の情報

こんな情報を提供しています
生涯学習支援ボランティア

生涯学習情報バンク

こんなときに活用しよう
●学校や地域の催しなどの講師を探している
●習い事を始めたい
●サークルなどに参加したい

●自分の持っている知識や技術を生かしたい
●一緒に活動する人を探している

情報を見る！ 登録する！

　登録している団体や個人の情報は、津市ホーム
ページで活動分野ごとに案内しています。
申し込み　登録情報に掲載している問い合わせ先、
　または教委生涯学習課へ

　生涯学習支援ボランティアと生涯学習情報バン
ク（団体・講師）の登録は随時受け付けています。
申し込み　所定の様式に必要事項を記入し、添付
　書類とともに教委生涯学習課へ

津市生涯学習│

※詳しくは、津市ホームページをご覧いただくか、教委生涯学習課へお問い合わせください。

(20歳以上は競走場への入場料100円が必要です)
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公民館名 と　き 内　容 ところ 公民館名 と　き 内　容 ところ

公民館文化祭 　公民館講座受講生と自主講座の皆さんが日頃の
成果を披露します。

10月19日㈯

10月20日㈰

10月20日㈰

11月２日㈯

11月２日㈯

９時30分
～12時30分

９時30分
～13時30分

13時～16時30分

14時～14時50分

９時～15時

９時～15時

９時30分～16時

10時～10時30分

10時～14時30分

11時～13時
絵本の読み聞かせ
料理教室（うどん）
お菓子教室
スイー津

９時～12時

10時～15時

12時～15時

10時～14時

10時～14時30分

10時～15時

13時～16時

９時30分～15時

９時45分～13時

９時45分
～11時15分

９時～15時30分

10時15分
～10時30分

13時～13時20分

９時30分～14時

10時～14時

10時30分～14時

９時30分～15時

12時～16時

10時～12時

10時～15時

10時～15時

９時～15時

13時～16時

作品展示、茶会
（26日煎茶・27日
抹茶）、うどん

作品展示、茶会
（９日抹茶、10日
煎茶）、即売（あ
ん餅、９日クッ
キー・金芽米で
作る男のカレー、
10日男前弁当・
味ご飯）

作品展示（５階）

学習発表会
作品展示、発表
会、バザーなど

発表会（４階）

茶会（煎茶）・バ
ザー（４・５階）
茶会（抹茶、４階）
作品展示、
バザー
茶会（２日煎茶、
３日抹茶表千家、
４日抹茶裏千家）

中央公民館

豊里公民館

作品展示、茶会
（９日抹茶）

茶会（19日抹茶・
20日煎茶）

茶会（26日煎茶・
27日抹茶）

茶会（抹茶）、
模擬店など

茶会（抹茶）

茶会（抹茶）
バザー

風童夢太鼓

作品展示
安濃津よさこい

12時～14時30分 そば打ち体験

13時～14時30分 こども消防団、
住宅耐震相談

学習発表会

幼稚園、小学校
の作品展示、バ
ザー、抽選会など

作品展示、講座体験、リサイクル手づくりバザー、フリーマーケット、ポップコーン、喫茶コー
ナー

講座生・小学校・住民の作品展示、各種団体の啓発コーナー、ＰＴＡの日用品バザー、模擬店、菊
花展

作品展示、講座体験、不用品バザー、農作物品評即売会、試食コーナー

作品展示、講座生等発表会、バザー、農産物品評即売会、飲食コーナー、幼小ＰＴＡコーナー、茶
会、キッズクラブコーナー

舞台発表

学習発表会

作品展示、学習
発表会、バザー

稲葉公民館と
その周辺

栗葉小学校

一志高岡公民館

波瀬公民館

川合公民館

大井公民館

作品展示

発表会

発表会

修成小学校３階

10月26日㈯
　・27日㈰

11月９日㈯
　・10日㈰

11月９日㈯
　・10日㈰

11月２日㈯
　・３日（日・祝）

11月２日㈯
　～４日（月・休）

11月４日（月・休）

11月２日㈯

10月27日㈰

10月26日㈯
　・27日㈰

10月26日㈯

11月10日㈰

11月２日㈯
　・３日（日・祝）

11月３日（日・祝）
　・４日（月・休）
11月16日㈯
　・17日㈰

11月17日㈰

11月２日㈯

10月19日㈯
　・20日㈰

11月９日㈯
　・10日㈰

11月２日㈯
　・３日（日・祝）

11月３日（日・祝）

11月３日（日・祝）

11月３日（日・祝）

９時～16時
（27日は14時30分
まで）

９時～16時
（10日は15時まで）

９時～16時
（10日は15時まで）

９時～16時
（４日は15時まで）

９時～16時
（３日は15時30分
まで）

９時～16時
（10日は15時まで）

９時～16時
（20日は15時まで）

９時～16時
（27日は15時まで）

９時～17時
（３日は15時まで）

９時～17時
（４日は15時まで）
９時～17時
（17日は15時まで）

９時～16時
（３日は15時まで）

発表会

発表会

発表会

作品展示

作品展示

作品展示、
バザー

橋南公民館

一身田公民館

一身田寺内町
の館

公民館名 と　き 内　容 ところ

北部市民
センター
白塚市民
センター

高茶屋市民
センター

南郊公民館

敬和公民館

白塚公民館

作品展示 立成公民館10月26日㈯
　・27日㈰

９時30分～15時
（27日は12時まで）

立成公民館

久居体育館

公民館名 と　き 内　容 ところ

橋南
　226－3220

10月27日㈰ 13時～16時 発表会 旧片田幼稚園

片田公民館

アスト津

片田
　237－1513

橋北
　227－1738

中央
　228－2618

豊里
　232－2250

一身田
　232－2108

敬和
　225－2325

七栗
　252－1986

大井
　293－6673

川合
　293－3711

波瀬
　294－7472

一志高岡
　293－5611

稲葉
　252－2276

立成
　256－9393

作品展示
作品展示

10時～13時

10時30分～13時

バザー

桃園公民館

桃園小学校
体育館

戸木小学校

11月30日㈯

12月１日㈰

12月１日㈰

10時～14時 茶会（抹茶）

10時～14時 茶会（抹茶）、
バザー

10時～12時 学習発表会

学習発表会

農作物・不用品
即売会
作品展示（幼稚
園・小学校作品
も含む）、公民館
講座発表など

桃園
　256－7686

戸木
　255－2135

南郊
　234－5703

白塚
　232－3043

公民館名 と　き 内　容 ところ
津地域

久居地域

一志地域
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問い合わせ　三重短期大学
　232－2341　　232－9647三重短期大学 学生募集

　三重短期大学は、県内唯一の公立短期大学で、
法経科第１部、生活科学科、法経科第２部(夜間
部)の３学科で構成されています。
  来年３月に高校を卒業する人、働きながら学び
たい人、退職後にもう一度学びたい人など、皆さ
んからの出願をお待ちしています。▲

法経科第１部
　「法律コース」と「経商コース」の２コースがあ
り、法律・経済・経営など社会科学を学ぶことが
できます。▲

生活科学科
　「食物栄養学専攻」と「生活科学専攻」とに分か
れ、生活科学専攻は、「生活福祉・心理コース」と
「居住環境コース」の２コースがあります。食物
栄養、福祉、心理、住居、環境共生を中心に、生
活の総合的把握について学ぶことができます。  ▲

法経科第２部
　一般学生をはじめ、社会人や退職した人、主婦
など幅広い年齢層の人を対象に、法律、経済、経
営など社会科学を学ぶことができます。
※学科構成やカリキュラム、出願手続きなど、詳
　しくは大学案内をご覧ください。三重短期大学
　ホームページでもご覧いただけます。

　大学案内と募集要項(昨年分入学試験問題を含
む)を、学生部などで無料で配付します。
  郵送で請求する場合は、希望する資料名を明記
し、返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、
郵便番号、住所、氏名を表書きしたもの)を同封
して、三重短期大学(〒514-0112 一身田中野157)
へ送付してください。

大学案内と募集要項

募集内容

返信用封筒に貼る切手の目安

■推薦

大学案内 
一般入試要項と大学案内 
一般入試要項 
推薦入試要項と大学案内 
推薦入試要項 
センター試験利用入試要項と大学案内 
センター試験利用入試要項

資料名

学科・専攻・コース 募集人員 出願条件 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
法律コース

50人程度

10月24日㈭
～31日㈭
※必着

11月16日㈯

11月17日㈰

11月20日㈬

20人程度

45人程度

30人程度

経商コース

法経科第２部

津市特別推薦枠

食物栄養学専攻

生活科学
専攻

生活福祉・
心理コース
居住環境
コース

生
活
科
学
科

切手の額面
200円
390円
240円
390円
240円
240円
200円
390円
200円
390円
240円

社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項
社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項

●募集人員のうち、次に掲げる人員で津市特別推薦枠を設けます。
　法経科第１部20人以内、生活科学科食物栄養学専攻10人以内、生活科学科生活科学専攻20人以内
●出願には、上記条件に加え、入学の日(平成26年４月１日)の１年前から引き続き津市内に住所を有する
　人、またはその人の配偶者もしくは１親等の親族であることが必要です。

●高等学校もしくは中等教育学校（国
　・公・私立、全日・定時・通信制を
　問わない）を平成26年３月卒業見込
　みの人
●人物、学業ともに優れている人（学
　業についてはＢランク以上が望ま
　しい）で、学校長の推薦を得た人
●合格した場合、必ず入学できる人

●高等学校もしくは中等教育学校（国
　・公・私立、全日・定時・通信制を
　問わない）を平成26年３月卒業見込
　みの人
●学校長の推薦を得た人

●書類審査（学
　習計画書を
　含む）
●面接

●書類審査
●小論文
●面接

法経科
第２部
生活科
学科

三重短期大学│
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■一般学力入試
学科・専攻・コース 募集人員 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
法律コース

40人程度

来年
１月15日㈬
～22日㈬
※必着

10月24日㈭～31日㈭
※必着

来年３月３日㈪～７日㈮
※必着

来年
３月３日㈪
～７日㈮
※必着

来年
２月６日㈭

来年
２月５日㈬

11月20日㈬

来年
２月10日㈪

来年
３月18日㈫

来年
３月18日㈫

来年３月18日㈫

11月16日㈯

来年３月16日㈰

来年
３月16日㈰

25人程度

35人程度

40人程度

経商コース

法経科第２部

食物栄養学専攻

生活科学
専攻

生活福祉・
心理コース
居住環境
コース

生
活
科
学
科

●国語総合（古文・漢文を除く）、現代文
●英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング

●書類審査
●小論文
●面接

●書類審査
●面接

●小論文
●面接

■大学入試センター試験利用（Ⅰ期）
学科・専攻・コース 募集人員 入学試験要領 センター試験の指定科目など 出願期間 合格発表日

法経科第１部

法経科第２部

法律コース
10人程度

来年
２月10日㈪
～17日㈪
※必着

来年
３月３日㈪５人程度

10人程度

50人程度

経商コース

食物栄養学専攻

生活科学
専攻

生活福祉・
心理コース

居住環境
コース

生
活
科
学
科

●本学での個別学力検査は
　課しません
●調査書の提出が必要です
●大学入試センター試験の
　受験が必要です

●法経科第１部、生活科学専攻
　国語（近代以降の文章）、地理歴史、
　公民、数学、理科、外国語から２
　教科２科目　※英語はリスニング
　を含む
●食物栄養学専攻
　国語（近代以降の文章）、数学（数
　Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数
　Ｂ）と理科（化Ⅰ、生Ⅰ）から１科
　目、外国語（英）の３教科３科目
　※英語はリスニングを含む

■大学入試センター試験利用（Ⅱ期）
学科・専攻・コース

来年
３月３日㈪
～７日㈮
※必着

５人程度生活科学
専攻

社会人

生活科学科
生活科学専攻

法経科第２部

生活福祉・
心理コース
居住環境
コース

生
活
科
学
科

●本学での個別学力検査は
　課しません
●調査書の提出が必要です
●大学入試センター試験の
　受験が必要です

Ⅰ期と同じ

全ての科目から１科目
※英語はリスニングを含む

■特別選抜
特別選抜区分 学　科 募集人員 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

入学試験要領 センター試験の指定科目など 出願期間 合格発表日募集人員

参加者募集

受験相談会
　入試や学科・コース、就職・進路などの個別進学相談を行います。
事前申し込みは不要ですので、多数の参加をお待ちしています。

10月19日■13時～16時
三重短期大学大学ホール

土

若干人

30人程度

※地理歴史、公民、理科で２科目受験した場合は、第１解答科目の得点を採用

※地理歴史、公民、理科で２科目受験した場合は、第１解答科目の得点を採用
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楽しい山登り▲

 8/2

　全国中学校ソフトボール大会が県内各地で開催さ
れ、各会場の激戦を勝ち抜いた２校による決勝戦が
河芸グラウンドで行われました。暑い中でも母校の
声援を受けて最後まで全力でプレーする選手たち
に、地域の皆さんも大きな声援を送りました。

350年以上続く伝統の祭り▲

 8/15・16

　芸濃地域で親子歴史教室が開催され、小学３・４
年生の親子が参加しました。芸濃ふるさとガイド会
の皆さんの案内で芸濃郷土資料館や長徳寺などの史
跡を巡り、地元の歴史について学びました。

　夏の恒例行事、ビーチバレーin御殿場が開かれ、
御殿場海岸の砂浜で熱戦が繰り広げられました。今
年はあいにくの雨模様からのスタートでしたが、仲
間と共にボールを追う選手の皆さんの姿は真剣その
もので、会場は熱気で溢れていました。

郷土を振り返ってみよう 

▲

 8/8 頂点を目指して 

▲

 8/20

夏の思い出と熱い戦い 

▲

 8/25

　小学生対象の夏
休みわんぱく学校
で、山登り教室を
行いました。山登
りが初めての子ど
ももいましたが、
全員で元気いっぱいに奈良県の三峰山頂上を目指し、山頂では登りきった
達成感と広がる景色を楽しみました。

　香良洲地域
で県無形民俗
文化財「宮踊
り」が行われ
ました。独特
の衣装に身を
包んだ各地区
の踊り子が勇
壮に舞い、香
良洲町全体が
熱気に包まれ
ました。

み　 うね　やま
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　庄田町ふれあいフェスタと上ノ村成願寺盆踊りでは、自治総合
センターのコミュニティ助成事業（宝くじ助成）で購入した備品が
活用されています。

一志町納涼
盆おどり大会▲

 7/27

庄田町ふれあい
フェスタ（久居）▲

 8/24

上ノ村成願寺
盆踊り（白山）▲

 8/24

みすぎ夏まつり
納涼花火大会▲

 8/10

美
里
夏
ま
つ
り 

▼ 

8
/
10

あのう「光れ！しかけ花火」祭り 

▲

 8/15

2013年 夏まつり
　今年も各地で夏祭りが華やかに開催されました。個性あ
ふれる花火が夜空を彩り、恒例の盆踊りなどで、大人から
子どもまでたくさんの人が集い、触れ合い、夏の夕べを楽
しみました。
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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

　建設業の事業主の皆さんへ
　退職金は建退共制度で
　国の制度なので安全・確実、
掛け金は損金扱い等で、国が一
部補助します。退職金の計算は
企業間を通算して行われ、経営
事項審査でも加点があります。
詳しくは、勤労者退職金共済機
構建設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(　03－6731－2866)

　歩こう会(申し込み不要)
　10月27日(日)10時～(受け付
けは９時30分～)　※雨天中止
　下之川出張所集合　　塚原ヒ
ストリーコース(約4.4㎞)　　100
円(当日徴収)
　津市スポーツ推進委員会一志
ブロック事務局(美杉総合支所地
域振興課内、　272－8080)へ

　女声コーラスひさい
　ふれあいコンサート(無料)
　コーラスの発表、会場の皆さ
んとの大合唱など、楽しいひと
ときを過ごしませんか。
　10月13日(日)14時～　　久居
総合福祉会館３階
　女声コーラスひさい担当(　
235－5700)

　語学講座(後期)受講生(全12回)
　11月上旬～来年2月下旬の19
時～20時30分

▲

英語初級…火曜
日

▲

ポルトガル語初級…水曜日▲

中国語初級…木曜日　　津リー
ジョンプラザ　　各24人　　

9,000円(教材費等が別途必要)
　10月１日(火)～31日(木)に直
接または電話で津市国際交流協
会津支部 (市民交流課内、　229
－3146)へ

　ファミリー体力テスト
　①11月４日(月・休)②11月10
日(日)いずれも９時～12時　　
①津市体育館②芸濃総合文化セ
ンター内文化ホール　　握力測
定、上体起こし、長座体前屈など
　市内に在住の６～79歳の人
　10月23日(水)までにスポーツ
振興課、各総合支所地域振興課
にある申込用紙に必要事項を記
入し、直接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、　229－3247)へ
　同事務局(　229－3254)

　森林の講座
　自然観察と木工教室
　11月９日(土)10時～12時　　
津偕楽公園　※雨天の場合は県
津庁舎(桜橋三丁目)　　小学生
以上(小学生は保護者同伴)　　
　30組
　10月31日(木)までに住所、氏
名、年齢(学年)、電話番号をファク
スまたはＥメールで県津農林水産
事務所(　246－7866、　tnorin@
pref.mie.jp)へ　※必着
　同事務所(　223－5092)

　レスリング体験教室(無料)
　吉田沙保里選手のオリンピッ
ク３連覇達成を記念する事業と
して、津レスリング協会代表吉
田栄利さんの指導による楽しい
教室を行います。運動のできる
服装、タオル、飲み物、体育館
シューズを持参してください。
　10月13日(日) ９時15分～11
時30分　　一志体育館サブア
リーナ　　小学１年生～中学３
年生　　　20人程度
　10月２日(水)～10日(木)にス

ポーツ振興課、津市体育館、各
総合支所地域振興課にある申込
用紙に必要事項を記入して直接
提出するか、郵送またはファク
スでスポーツ振興課(〒514－
0056 北河路町19－1 メッセウイ
ング・みえ内、　229－3247)へ
　同協会代表(　090－4150－1953)

　冒険ハイキング

　11月３日(日・祝)９時30分～
15時　　津市青少年野外活動セ
ンター(神戸)周辺　　市内に在住
の小学生　　　50人　　300円
　10月８日(火)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)へ
　
　シルバー人材センター技能講習
　(無料)
　12月10日(火)～20日(金)のう
ち４日間　　日本クレーン協会
三重支部(あのつ台四丁目)　　
クレーンなどの玉掛け業務に必
要な知識と技能の習得　　55歳
以上で求職中の人　　20人
　10月９日(水)～11月８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

　ＪＩＣＡボランティア説明会
　開発途上国で現地の人々と同
じ生活をしながら共に働き、国
づくりに貢献するボランティア
を募集します。
　①10月13日(日)13時30分～
②10月24日(木)18時～　　①ア
スト津３階おしごと広場みえ②
アスト津３階交流スペース
　青年海外協力協会中部支部(　
052－459－7229)へ

お知らせ

イベント

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　　Ｅメール　　ホームページ　

参加者募集!!

■津市民体育大会

ラグビーフットボール

11月１日㈮

11月８日㈮

11月29日㈮

グラウンド・ゴルフ

サッカー

ミニバスケットボール

11月19日㈫８：30～12：00

11月23日（土・祝）10：00～12：00

12月７日㈯10：00～15：00

11月24日㈰ 高校生以上 80人 10月31日㈭津高校（新町三丁目）

河芸第２グラウンド

海浜公園内陸上競技場

芸濃総合文化センター内アリーナ

18歳以上（高校生不可）

５歳児～小学２年生

小学生

120人

120人

80人

■津市民スポーツ教室

種　目 ところ 対　象 定　員 締め切りと　き

種　目 ところ 対　象 定　員 締め切りと　き

三重県辰巳芳子スープ講座│

　介護職員初任者
　(旧ヘルパー２級)研修
　11月13日
(水)～来年
１ 月 2 4 日
(金)　　三
重県社会福
祉会館(桜橋
二丁目)他　　県内に在住の満
65歳未満の離職者　　　40人　
　無料(テキスト代などが必要)
　10月１日(火)～29日(火)に三
重県社会福祉協議会(　227－5160)
へ　※必着

　一人親家庭ボウリング大会
　10月26日(土)13時30分～(13
時集合)　　久居ボウリングセン
ター(久居井戸山町)　 　市内に
在住の一人親家庭の人　　　50
人　　1人500円
　10月12日(土)までに津市母子
寡婦福祉会(　223－2085、月曜
休館)へ

　いのちのスープ実演講座
　10月27日(日)13時30分～15
時30分　　県男女共同参画セン
ター「フレンテみえ」生活工房
(県総合文化センター内)　　料
理家辰巳芳子さんの弟子による
スープ作りの話と実演　　　30
人　　2,500円(当日徴収)
　10月15日(火)までに往復はが

きに郵便番号、住所、氏名、電話番
号を記入し、ベジノワmie事務局
(〒514－0817 高茶屋小森町1707－
405 シックスアグリ内)へ　※必着
　同事務局(　273－6110)

　一身田寺内町まつり
　ボランティアスタッフ
　11月16日(土)９時30分～15
時、18時～20時、17日(日)８時
～18時　　一身田町　　豚汁の
準備・販売、会場設営など
　同まつり代表(　090－3304－
2913)へ

　転倒予防教室(無料)
　10月24日(木)10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階市民オープンステージ　　講
話「栄養と食事」と転倒予防体操
※手話通訳あり　　市内に在住
の60歳以上の人　　　100人 
　10月10日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

　多重債務無料相談会
　10月30日(水)10時～16時　
　津リージョンプラザ１階　　
弁護士・司法書士による多重債
務相談会(１人30分程度)　　　
20人
　10月７日(月)８時30分から市
民交流課(　229－3252)へ

　一日合同行政相談所　
　10月23日(水)10時～15時(受
け付けは14時45分まで)　　津
松菱百貨店６階催事場(東丸之
内)　　登記、年金、税、相続、
消費生活、交通事故、法律問題
などの相談に弁護士、行政相談
委員、行政職員などが対応しま
す。　※弁護士による相談(　　
16人)は、10月21日(月)８時30
分から三重行政評価事務所(　
227－1100)へ
　同事務所(　227－6661)

　学び再チャレンジ相談会
　チャレンジスクール三重は９
月に中等部を開設しました。
　10月13日(日)14時～　　一志
久居教育会館２階(松阪市)　　
進路や、日常の学習・生活に関す
る個別相談(要予約)　　不登校
生、高校中退者、保護者
　同スクール(　0598－42－8174)

健　康

　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　※参加費など詳しく
は、同協会にお問い合わせくだ
さい。同協会ホームページで
もご覧いただけます。
　同協会(　273－5522)

津市民体育大会

津市民スポーツ教室

無料相談コーナー
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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

育児休業をとりやすい
職場づくり

　育児休業の制度は、子育てをしながら働く方々の
ために法律で定められているものです。津市役所に
おいては、平成18年の大合併以来、職員数を600名
以上削減していることとは対照的に、育休の取得者
は72名と倍増しています。補助的な業務を担う臨
時職員の配置や、正規職員の業務応援だけでは対応
が困難になり、欠員が生じるケースも出てきました。
　そこで、今年４月、育児休業を取得する職員と同
等の職務を担う任期付の正規職員を採用する仕組み
を創設しました。専門職は正規職員と全く同様の所
属に配置し、事務職については新規採用職員が適し

ている職場などへ配属します。育児休業を取得する
職員は同僚への業務負担の増加を心配することなく
職場を離れられます。雇用主である津市は、勤務経
験や専門知識を有し即戦力となる人材を試験により
選抜し確保することで、業務の安定化が図れます。
任期付職員として勤務する方々は、前歴を換算した
給料や手当が支給されるなど、良好な勤務条件とと
もに最長３年の任期が保証されるため、安定した立
場で職務に専念していただけます。
　４月に採用候補者名簿に記載され、採用した任期
付職員は15人ですが、名簿記載者が払底した職種
が出てきたことから夏にも採用試験を実施し、合格
した方のうち、７人が10月１日に入庁しました。
全部で22人の任期付職員の職種は、事務、保育、
幼稚園教育、保健、看護と多種にわたります。
　育児休業をとりやすい職場をつくるための津市の
新たな取り組みが、今度は別の形で企業の職場環境
が整えられることへとつながり、子育て支援の輪が
さらに広まっていくことを願っています。

■知事と市長の１対１対談(伊勢湾
　海洋スポーツセンター)…８月１日

　三重県知事と各市町の首長が、地
域の課題を議論する１対１対談があ
りました。
　今年は、①道の駅河芸(仮称)の整
備に伴う近接県有地の有効活用、②
都市部における河川整備の促進及び
白塚・河芸地域海岸堤防の早期改
修、③津松阪港贄崎地区における高
波対策、④津ヨットハーバーでの国
民体育大会セーリング競技開催に向
けた県・市の取り組みの４点を要望
し、意見交換を行いました。
　市の仕事、役割をきっちり果たし、
県ともしっかりした協働体制を築き
ながら、課題を解決していきます。

■WBA女子世界スーパーフライ級
　チャンピオン 山口直子さん来訪
　…８月16日
　津市出身で女子プロボクシング世
界チャンピオンの山口直子さんがお
みえになりました。
　山口さんは、昨年７月、WBA女
子世界スーパーフライ級王座に挑戦
し、激戦を制して世界王者となりま
した。女子ボクシング界きっての
ハードパンチャーと称され、これま
でに２度の防衛を果たしています。
　これからも素晴らしい試合で勝利
を積み重ね、強いチャンピオンとし
て後輩たちの憧れ、目標となってい
ただくことを期待しています。

■平成25年度第２回津市災害図上
　訓練…８月22日

　５月の図上初動訓練に引き続き、
第２回の災害図上訓練を行いまし
た。南海トラフ巨大地震が発生、津
市は震度７を観測したとの想定のも
と、前回は、抜き打ちの職員非常参
集訓練と、２時間半後に津波の第１
波が到来する想定での初動訓練を行
いました。今回は、地震発生の３時
間後から24時間後の状況を想定
し、171人の職員が参加して本番さ
ながらの図上訓練を行う中、本部長
として陣頭指揮を執りました。実践
的な訓練を繰り返し、災害対策本部
の対応力を強化することで、有事の
際の備えにいたします。

津市長 前葉 泰幸
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