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©2014「WOOD JOB! ～神去なあなあ日常～」製作委員会

シロモチくんシロモチくん

ゴーちゃんゴーちゃん

　　ねえねえ、シロモチくん。
美杉で映画の撮影があったっ
て聞いたんだけど。
　　「WOOD JOB！(ウッジョブ！)
～神去なあなあ日常～」だね。
この映画は津市にゆかりのあ
る三浦しをんさんの小説「神
去なあなあ日常」をもとに、

矢口史靖さんが監督となって、
去年の夏に美杉で撮影が行わ
れたんだ。
　　どうして美杉で撮影が行わ
れることになったの？
　　この物語は神去村という三
重県の中部にある架空の村を
舞台に書かれているんだけど、
そのもとになっているのが美
杉なんだ。それがきっかけで
美杉で撮影が行われたんだよ。
　　どんな映画なの？
　　テーマは「林業」なんだ。
とあることをきっかけに林業
研修プログラムに参加した都
会育ちの青年を描いた爆笑、
衝撃のエンタテインメントな
んだよ。もちろん、美杉のき
れいな自然や風景もたくさん
登場するよ。
　　まさに美杉にぴったりの映
画だね。

　　そうだね。
　　見てみたいな。
　　５月10日から全国で公開さ
れるから、もうすぐ見られるよ。
　　公開がとても楽しみだね。
映画の舞台にもなった美杉の
ことがもっと知りたいな。
　　それじゃあ、映画のロケ地
にもなった神去村＝美杉を探
検してみようか！それなら、
美杉のことをよく知っている
みすぎんも誘おうよ！
　　そうしよう！

　　ようこそ美杉へ！美杉のす
てきなところをいっぱい紹介

シロモチくんとゴーちゃんの神去村探検！
みすぎん

みすぎんみすぎん

かむ　さり

や　 ぐち　 し　の　ぶ
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４月オープンの伊勢奥津駅前観光案内交流施設

４月オープンを目指し建設中の
美杉総合文化センターと市美杉庁舎

　するよ。
　　みすぎん、美杉といえば、
森林セラピーだね。
　　うん。美杉の森林セラピー
基地は東海地方で初めて認定
を受けたんだ。自然がいっぱ
いの森林セラピーロードを歩
くと、とても癒やされるよ。
　　まさに森林浴って感じだね。
他にはどんなところがある
の？

　　美杉には、昔、伊勢につな
がる道があったんだよね。
　　伊勢本街道だね。大阪から
伊勢へ向かう道で、今でも街
道沿いには道しるべや家並み
など当時の面影がたくさん
残っているんだよ。
　　そういえば美杉のおいしい
ものって何があるの？
　　お茶やコンニャクなど山や
川の幸が有名だね。
　　そうだね。それらは道の駅
「美杉」でも買うことができ
るんだ。その他にも地元美杉
の木を使った木工製品もある
よ。

　　アマゴやアユも有名だね。
　　そうなんだ。雲出川の源流
や名張川ではアユ釣りが楽し
めるし、アマゴの養殖も盛ん
で、新鮮なアマゴ料理が人気
なんだよ。

　　釣りもできて、
おいしいアマゴ料
理も食べられるな
んて、なんかワク
ワクするね。
　　それから日本の
桜100選にも選ば
れた桜の名所もあ
るんだよね。
　　三多気の桜だね。
約1.5㎞続く山桜がとても有名
なんだ。桜並木のトンネルを
くぐり抜けるみたいで本当に
きれいなんだよ。
　　わー、春が待ち遠しいね。
　　春といえば、今年４月に、
新しい市の施設がオープンす
るんだよね。
　　そうなんだ。１つはＪＲ名
松線の終着駅の伊勢奥津駅前
に「津市伊勢奥津駅前観光案
内交流施設」ができるんだ。
ここでは伊勢本街道のＰＲを
中心に美杉の観光案内や、観
光客の皆さんの休憩場所とし
ても利用できるんだよ。
　　平成28年春にはＪＲ名松線
が全線復旧する予定だから、
美杉に来てくれるたくさんの
人に利用してほしいね。
　　うん。それからもう１つは、
旧美杉東小学校の跡地に津市
美杉総合文化センターと市美
杉庁舎ができるんだ。ここに
は、美杉総合支所や保健セン
ター、図書室、コミュニティ
施設などが移転することに
なっているんだよ。
　　オープンが
楽しみだね。
　　そうだね。
美杉には自然
豊かなキャン
プ場や史跡な
ど、まだまだ
紹介しきれな
い楽しいとこ
ろがたくさん

あるんだ。
　 ５月10日公開の映画「ＷＯＯ
Ｄ ＪＯＢ！（ウッジョブ！）～神去な
あなあ日常～」や、伊勢奥津
駅前観光案内交流施設、美杉
総合文化センターのオープン
をきっかけに、全国からたく
さんの人に美杉に来てもらえ
るよう、どんどんＰＲがんば
るよ！

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8080　　272－1119
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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

３・４月に住所を異動する皆さんへ
市本庁舎市民課窓口の混雑緩和にご協力を

ナイツ

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

一志地域の小学校を再編

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

３月の献血（400ml）

美杉総合支所地域振興課
　272－8080　　272－1119

津市美杉総合文化センターと
新・美杉庁舎の開設に伴う
事務所移転

お知らせ イベント

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

レディオキューブFM三重公開録音
ナイツお笑いLIVE

榊原公民館
　・　252－1454

榊原公民館作品展

学校名・ところ

学校名・ところ

住所の異動届の窓口

と　き

と　き

大井小学校 ３月21日（金・祝）
８：50～

高岡小学校 ３月21日（金・祝）
９：00～

波瀬小学校 ３月22日㈯
８：50～

川合小学校 ３月22日㈯
９：00～

一志西小学校
（現高岡小学校）

４月７日㈪
８：50～

一志東小学校
（現川合小学校）

４月７日㈪
８：50～

月～金曜日８：30～21：00
土・日曜日、祝・休日８：30～18：00久居駅前出張所（ポルタひさい３階）

月～金曜日８：30～20：00
土・日曜日、祝・休日８：30～17：00アストプラザオフィス（アスト津４階）

月～金曜日９：00～16：00

月～金曜日８：30～17：15

各出張所（高野尾・大里・白塚・栗真・安東・
櫛形・片田・藤水・雲出）

市民課、各総合支所市民福祉課（市民課）、
各出張所（一身田・神戸・高茶屋・榊原・
栗葉・千里ヶ丘・波瀬・家城・大三・倭・
八ツ山・竹原・太郎生・伊勢地・八幡・多
気・下之川）

窓　口 開庁日時

津南警察署
美杉幹部交番

美杉中学校

JR
名
松
線

伊
勢
八
知
駅

15

667

N

津市美杉総合文化センター
新・津市美杉庁舎 津市美杉

総合開発センター

津市美杉庁舎

※JR名松線は、家城～伊勢奥津間でバスによる
　代行輸送を行っています。

　３月31日で大井小学校、高岡
小学校、波瀬小学校、川合小学
校を閉校し、４月１日からは４
校を再編して、大井小学校、高
岡小学校、波瀬小学校を一志西
小学校として、川合小学校を一
志東小学校として開校します。
閉校式・閉校記念行事

開校式

　津市美杉総合文化センターと
新・美杉庁舎の開設に伴い、美
杉総合支所、教委美杉教育事務
所、美杉人権センター、美杉保
健センター、八知公民館、美杉
図書室を移転します。新・美杉
庁舎での業務は、３月31日(月)
から行います。
移転先　〒515-3421 美杉町八知

　5580番地２

津市美杉総合文化センター
新・津市美杉庁舎開設式を開催
と　き　３月31日(月)10時～
ところ　美杉総合文化センター

と　き　３月11日(火)９時～10時
ところ　香良洲公民館
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歳の間に献血経験のあ
　る人

と　き　３月９日(日)13時ごろ
　～、14時30分ごろ～(12時30
　分開場)
ところ　津市モーターボート競
　走場ツッキードーム
入場料　100円(20歳未満は無料)

と　き　３月14日(金)13時～16
　時、15日(土)９時～15時
ところ　榊原農民研修所２階
内　容　榊原公民館講座生によ
　る作品展示

問い合わせ　市民課　　229－3144　　221－1173

　３月から４月にかけて市本庁舎の市民課は大変混雑します。住
所の異動届は市民課のほか各総合支所や出張所でも受け付けてい
ますので、ご利用ください。また、アストプラザオフィスと久居
駅前出張所は、平日の夜間や土・日曜日なども利用できます。
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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

軽自動車・バイクなどの廃車手続きは
３月31日までに

久居公民館
　256－3931　　256－3919

第24回久居公民館まつり

美杉総合支所地域振興課
　272－8080　　272－1119

美杉文化協会成果発表会

一志高岡公民館
　293－5611　　293－3087

第13回一志地域公民館合同作品展

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館地域力創造セミナー
津商業高校共催事業
親子でパソコン！プレゼンしよう

募　　集

市民税課（　229－3129）または各
総合支所市民福祉課（久居総合
支所は市民税課久居分室）へ

三重県軽自動車協会
（雲出長常町、　234－8611）

三重運輸支局
（雲出長常町、　050－5540－2055）

軽自動車検査協会三重事務所
（雲出長常町、　234－8431）

原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車

車両の種類 手続き場所・問い合わせ

二輪車（125㏄を超え250㏄以下）

二輪車（250㏄を超える）

四輪の軽自動車

　久居公民館講座生の成果を発
表します。
◆久居公民館会場
と　き　３月８日(土)13時30分
　～16時、９日(日)９時30分～
　16時
内　容　講座生の作品展示・即
　売…こども作法教室の生花、
　手作り菓子・パン、人形、折
　り紙、水彩画、着付け、陶芸、
　水墨画、日本画、創作和紙絵、
　木彫工芸、ステンドグラス、書
　道、伊勢型紙、洋裁、編み物、
　俳句、木目込み人形、短歌、
　押し花、樹木・鳥の写真　 ※
　公民館玄関前で地場野菜の即
　売、盆栽の展示即売を開催

◆久居総合福祉会館会場
と　き　３月23日(日)９時30分
　～14時30分
内　容　ステージ発表…洋楽、
　邦楽、詩吟、体操、踊りなど

　美杉文化協
会の会員によ
る作品展示と
芸能発表会で
す。
と　き
◆作品展示…３月８日(土)10時
　～15時、９日(日)10時～12時
◆芸能発表会…３月８日(土)10
　時～15時
ところ　美杉総合開発センター

と　き　３月15日(土)９時～16
　時、16日(日)９時～15時
ところ　一志高岡公民館
内　容　一志地域の４つの公民
　館講座生による合同作品展示

　津商業高校コンピュータ部の
皆さんと一緒に、親子で楽しく
プレゼンテーション作品を作り
ませんか。
と　き　３月21日(金・祝)13時30
　分～15時30分、29日(土)９時30
　分～15時30分、30日(日)９時30
　分～11時30分　※全３回
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在学の小
　学生と保護者(２人１組)
定　員　抽選10組
申し込み　往復はがきに講座名、
　住所、氏名、学年(保護者は年
　齢)、電話番号を記入し中央公民
　館(〒514－
　0027 大門
　7－15)へ
締め切り
　３月12日
　(水)必着

　軽自動車やバイクにかかる税は、４月１日現在で車両を所有し
ている人に、１年分の税金がかかります。３月中に廃車手続きが
行われないと、引き続き課税されることになりますので、ご注意
ください。

内容・ところなど
●市税…収税課(市本庁舎２
　階、　229－3136)、特別
　滞納整理推進室(市本庁舎
　２階、　229－3216)
●国民健康保険料、後期高齢
　者医療保険料…保険医療助
　成課(市本庁舎1階、　229
　－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
　本庁舎１階、　229－3149)
●保育料…こども家庭課(市
　本庁舎１階、　229－3167)

休日納付相談・
納付窓口
３月９日■
９：00～16：00

日
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市民活動紹介

津ユネスコ協会の会員募集中

　「もっと本格的な室内合唱をやりたい」という
思いで、代表の野田肇さんは大学時代に出会っ
た指揮者の向井正雄さんと、21年前に「ヴォー
カルアンサンブル≪EST≫」を立ち上げまし
た。全日本合唱コンクール全国大会で金賞・文
部科学大臣賞を受賞するなど、その実力と知名
度は年々上昇しており、現在では県外から参加
するメンバーも少なくありません。
　「合唱音楽はヨーロッパが起源で歴史も長く、
奥が深いものです。面白さが分かってくると、
なかなかやめられません」と語る野田さん。海
外にも活動を広げようと、日々音楽を追求してい
ます。３月２日(日)開催の津市民文化祭にも参加予
定ですので、磨き上げられた合唱をぜひ一度聞い
てみてください。

ヴォーカルアンサンブル《EST》

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

問い合わせ　教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

～本格的な室内合唱で音楽を追究～

●主な活動内容
　●定期コンサートの開催
　●全日本合唱コンクールや宝塚国際室内合唱
　　コンクールへの出場

●問い合わせ
　ヴォーカルアンサンブル《EST》
　　090－1860－9541(常住)

合唱の練習風景

　ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、世界
の平和と人類の福祉を願って設立されました。津
ユネスコ協会は「異文化の理解」と「国際協力」を
２つの柱として、さまざまな活動をしています。

子どもユネスコの集い
　小・中学生と外国人留
学生が一日楽しく交流し
ます。
親子国際交流の集い
　外国人を講師に招き、親子で料理を作り、異国
の文化に触れます。
ひろがれユネスコのわ
　外国につながる児童が、
日本の文化を体験し交流
を深めます。
世界寺子屋運動、医療協力活動
　書き損じはがきや使用済み切手を収集し、その
資金をさまざまな国の識字活動やアジアの医療に

役立てています。
ユネスコセミナー
　各地のユネスコ協会と交流を図り、その場所に
ある世界遺産などの視察研修を行います。
ユネスコ活動パネル展
　津まつりの会場でパ
ネル展示を行い、世界
寺子屋運動をＰＲして
います。

　津ユネスコ協会の会員を随時募集していま
す。外国人や子どもたちと触れ合うイベントを
通じて、国際感覚を深めるボランティア活動を
してみませんか。
費　用　1,000円(年会費)
申し込み　教委生涯学習課へ

世界の平和と人類の福祉を願って

津ユネスコ協会の活動
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市民税
非課税世帯 14万1,000円 10万円

（最長３年間）
10万円

（最長２年間）

7万500円
（最長３年間）

7万500円
（最長２年間）7万500円

平成24年３月末
までに入学した
人

平成24年４月～
平成25年３月末
に入学した人

平成25年４月以
降に入学した人

市民税
課税世帯

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

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

　医療事務やヘルパーなどの仕事に必要な技能や
資格を取得するため、指定された教育訓練講座を
受講し、修了した場合に給付金を支給します。な
お、受講前に申請し、対象講座の指定を受ける必
要があります。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　母子家庭の母または父子家庭の父
　●児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水
　　準の人
　●受講開始日に雇用保険法による教育訓練給付
　　の受給資格を有していない人
　●当該教育訓練が適職に就くために必要である
　　と認められる人
支給額　かかった費用の20％(4,000円を超えて
　10万円まで)

　一人親家庭の母や父の就業・就学を支援するた
めの各種事業を行っています。いずれの事業も給
付を受けるには事前に相談が必要です。 　看護師(准看護師)、介

護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士など
の資格取得のため、２年
以上養成機関で修業する
場合に、高等技能訓練促
進費と入学支援修了一時金を支給します。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　母子家庭の母または父子家庭の父
　●児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水
　　準の人
　●養成機関で２年以上のカリキュラムを修業　
　　し、対象資格の取得が見込まれる人
　●仕事または育児と修業の両立が困難であると
　　認められる人
　●過去に同給付金を受けたことがない人
　●同趣旨の給付金(求職者支援制度における職業
　　訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定
　　める訓練延長給付金など)の受給資格のない人

支給額（月額）

支給額　市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
　世帯は２万5,000円

対　象　津市に在住の一人親家庭等(母子・父
　子家庭など)で、平成26年４月に小学校へ入
　学する子どもと生計を共にする養育者
支給内容　図書カード
　5,000円分を後日郵送
申し込み　印鑑(スタ
　ンプ印を除く)と津
　市福祉医療費受給資
　格証(一人親家庭等)

　または児童扶養手当証書(児童扶養手当全額
　支給停止の人は支給停止通知)または戸籍謄
　本を持参し、こども家庭課または各総合支所
　市民福祉課(福祉課)へ
申込期間　４月１日(火)～30日(水)

一人親家庭の母・父の就業や就学を支援

自立支援教育訓練給付金事業

高等技能訓練促進費等事業

一人親家庭に小学校入学祝品を支給

高等技能訓練促進費

入学支援修了一時金（養成機関の修業課程修了後）
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素材生き生き じゃがいも料理 

▲

 1/17

光り輝くクリスマス 

▲

 12/22

　安濃中公民館で公民館講座「男の料理教室」が開
催されました。毎回大人気の講座で、今回は青森県
八戸地方のせんべい汁と天むす作りに挑戦しまし
た。受講生の皆さんは楽しみながら料理を覚え、出
来上がった料理にとても満足していました。

　美杉総合開発センターで、健康づ
くり推進員による料理教室が開かれ
ました。「じゃが芋を食べよう！」を
テーマに５品の料理に挑戦し、いつ
もの献立とは一味違ったじゃがいも
料理に、参加した皆さんは興味津々
でした。

　芸濃総合文化
センターでGeino
Xmas 2013のメ
インイベントが
開催され、さま
ざまなパフォー

マンスが会場を華やかに盛り上げました。クライマッ
クスの花火と光の共演では、訪れた皆さんから大きな
拍手と歓声が上がっていました。

　美里町家所の辰水神社に、ふるさと愛好会の皆さんが作製した
ジャンボ干支が登場し、周辺を練り歩きました。ジャンボ干支作り
は昭和61年の「寅」から始まり、今年で29作目になります。

午の親子をお披露目▲

 12/29

うま

料理って楽しい 

▲

 1/20

え　　と

とら
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地域の防火・防災を願って
 

▲

 1/12

　白山家城運動場で、津市消防団白山方面団の新春
訓練が盛大に開催されました。厳しい寒さの中で
も、部隊編成訓練や機械器具の点検に団員は熱心に
取り組んでいました。

気持ちを引き締めて 

▲

 1/19

　ポルタひさいふれあいセンターで、四季の彩り祭
り「新春祭」が開催されました。会場では創作体験
や作品展示、邦楽などの発表会や新春茶会が行わ
れ、新春を彩るにぎやかなひとときになりました。

新春のひととき 

▲

 1/11

　御殿場自治会では、地域での交流のためにさまざ
まな活動を行っています。この日は、集会所で地元
老人会のみどり会の皆さんが、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
のお披露目を兼ねて、カラオケなどを楽しみました。

にぎやかな時間 

▲

 1/24

　香良洲町馬場地区で市指定無形民俗文化財の馬場
区獅子舞が行われました。元旦には、早朝から地域
内の各戸の軒先を回る門舞が行われ、２日には、馬
場区民会館で、厄落としや無病息災、五穀豊穣を
願って迫力あふれる舞が披露されました。

新年の風物詩 

▲

 1/1・2

　津リージョンプラザとその周辺で平
成26年津市消防出初式が行われまし
た。式典の後、津リージョンプラザ南側
道路ではラッパ隊演奏や女性消防操
法、分列行進などが続き、お城公園の堀
では、地域の防火・防災を願って一斉放
水が行われました。

ご　 こく　ほう じょう
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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

柔道、剣道、
なぎなた、弓道

種　目 受講料（半期分）

1万2,000円

9,600円

8,000円

空手道、居合道

太極拳

募　集

　初瀬街道周辺ウォーキング
　（事前申し込み不要）
　３月16日(日)９時～14時ごろ
(８時30分から受け付け、小雨決
行)　　猪の倉温泉バーベキュー
ハウス前→白山郷土資料館→東
明寺→亀ヶ広→笠着地蔵の約9.7
㎞　※ゴール後スタート地点ま
でバスで移動、田舎汁の振る舞
いあり　　100円(保険料)
　白山町レクリエーション・ス
ポーツ大会実行委員会(白山総合
支所地域振興課内、　262－7011)

　北澤正裕・泰子二人展「美里」
　日本リアリズム写真集団三重
支部の会員による写真展です。
　３月１日(土)～４月29日(火・祝)
９時～16時(最終日は15時まで)
※月曜休館、祝・休日の場合は
翌日　　美里ふるさと資料館
ギャラリー
　同事務局(　232-1781)

　新入学留学生への生活支援物資
　新学期を迎え、新しい留学生
が来日します。不慣れな日本で
の生活を支援するため、せっけ
ん、洗剤、タオルなど、新品の
日用品を提供してください。
　３月６日(木)～20日(木)　　
市本庁舎３階市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流課
内、　229－3102)

　第４期ふれあいカレッジ

　学習・実習・体験を通じて、
高齢者の健康・生きがいと仲間
づくりを応援します。
　５月～10月(16回、32講座)　
　県総合文化センター(一身田上
津部田)他　　生活を支える介護、
食と健康～楽しい料理実習～、
高齢者の交通安全体験学習など
　市内に在住のおおむね55～75
歳の人で、社会活動への参加に
意欲がある人　　45人　　5,000
円(全学習費用)
　４月20日(日)までにみえ長寿
推進協力員津連絡会事務局(　
224－7655)へ

　フォータッチバレーボール大会
　３月16日(日)９時～16時ごろ
　芸濃総合文化センター内ア
リーナ　　中学生以上　　　36
チーム(１チーム４～６人、監督
と選手を兼任可)　　１チーム
2,000円(当日徴収)
　３月６日(木)～13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所定
の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
ツ推進委員事務局(スポーツ振興
課内、　229－3247)へ
　同事務局(　229－3254)

　みえ夢学園高校の科目履修生
　４月から１年間の科目履修生
を募集します。科目は、陶芸、
中国語、手話、木材工芸です。
　通学が容易で勉学意欲旺盛な
20歳以上の初心者　　各若干人
　１科目年額3,400円(教材費が
別途必要)
　３月17日(月)～20日(木)10時

～15時に同校(　226-6317)へ

　三重武道館の武道教室
　(４月～９月)
　三重武道館(栗真中山町)　

　小学１年生以上(弓道のみ中学
１年生以上)　　受講料の他に１
年分の傷害保険料として中学生
以下800円、高校生以上1,850
円が必要
　３月26日(水)までに同館(　
231－0969、月曜休館)へ

　パソコンで
　自分だけのゲームを作ろう
　３月30日(日)13時30分～16
時　　県男女共同参画センター
「フレンテみえ」セミナー室Ｂ(県
総合文化センター内)　　かんた
ん！楽しい！はじめてのプログ
ラミング(ノートパソコンの持参
が必要)　　小学３年生～中学１
年生　　　15人　　500円　
※詳しくはLittleCoder Mieの
ホームページをご覧ください。
　３月７日(金)からＥメールで
参加者の氏名、年齢、電話番号を
LittleCoder Mie(　ws@moyashi
-koubou.com)へ
　同担当(　261－1175)

　平和のための合唱団
　８月３日(日)に開催される平
和のための音楽会で、一緒に歌
いませんか。
　練習は４月～７月の第１・３
土曜日(５月のみ第２・４土曜
日)19時～21時　　西部市民セ
ンター　　1,000円
　同合唱団担当(　090－4441－
1549)

イベント

リ ト ル　　　 コ ー ダ ー　　　　 ミ エ
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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　

とき（毎月） ところ
第１木曜日
13時～16時 市本庁舎

久居総合福祉会館２階
談話室１
河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

※祝・休日、年末年始を除く

第２月曜日
13時～16時
第３金曜日
13時～16時

　海外大学・高校留学説明会
　３月21日(金・祝)９時30分～
11時30分　　県文化会館小会議
室(県総合文化センター内)　　
アメリカ大学奨学金留学、アメ
リカ公費高校留学、留学に関す
る基本知識　　海外留学希望者、
保護者、教育関係者
　青少年異文化交流推進協会三重
相談デスク(　0120－52－9686)へ

　太極拳初級講習会(見学可能)
　半年コース…４月～９月の毎
週木曜日19～21時、１年コース
…４月～来年３月の第２・４土
曜日10時～12時　　津市体育館
　１万円(入会金1,000円を含む)
　３月１日(土)～31日(月)に電
話またはファクス、Ｅメールで
日中友好協会三重県連合会(　
246-8580、　226-7086、　
tsu-taikyoku@mie-eiga.co.jp)へ

　転倒予防教室(無料)
　３月27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「介護予防と健康寿命」と転
倒予防体操　　市内に在住の60
歳以上の人　　　100人
　３月13日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

　三重病院市民公開講座
　～こどもの健康教室～(無料)
　３月21日(金・祝)14時～16時
　アスト津４階アストホール　
　「食事のバランス」、「アレル
ギー性皮膚のお手入れ」、「子ど
もの救急対応」の講演　※同病

院が作ったこども救急マニュア
ルを先着100人に無料配布
　同病院(　232-2531)

　司法書士による法律相談
　３月19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
　３月11日(火)８時30分から電
話で対話連携推進室(　229－
3105)へ

　消費生活相談
　毎週月～金曜
日９時～12時、
13時～16時(祝・
休日、年末年始
を除く)　　市本庁舎１階市民交
流課内　　消費生活相談員によ
る商品の購入やサービス利用な
どのトラブルに関する相談(電話
相談も可)
　津市消費生活センター(　229
－3313)

　司法書士による
　相続・贈与・土地問題の相談
　毎月第２土曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※
12時から整理券を配布(　　10
人)　　津センターパレス３偕
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　元公証人(弁護士)による
　法律相談
　毎月第２・４火曜日13時～16
時(祝･休日、年末年始を除く)　
※12時から整理券を配布(　　
７人)　　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213-7111)

　総合労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・

休日、年末年始を除く)　　解
雇、賃金、セクハラ、人事、配
置転換、労働契約などの相談
　三重県社会保険労務士会総合
労働相談所(　228－6064)へ

　犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談　※電話
相談(　221－7830)や法律相談
(予約制)などもあります。
　同センター(　213－8211)

　行政書士定例相談
　(面談は要予約)
　毎月第２木曜日10時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　　
三重県行政書士会事務局(広明
町)　　許認可等の申請書類の作
成や提出手続きの代理、契約書
等の権利義務、事実証明の作成
などの相談
　同会(　226－3137)

　交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日　※相談時間
はお問い合わせください。　　
三重弁護士会館(中央)　
　毎週月～金曜日９時～17時に
三重弁護士会(　228－2232)へ
※祝・休日、年末年始を除く

　交通事故被害者支援センター
　相談員による交通事故相談
　(要予約)

　　各３人
　相談日の前日までに対話連携
推進室(　229－3105)へ

無料相談コーナー

健　康
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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

白山から羽ばたく
若者たち

　３月25日からの４日間、若者たちのコーラス・キャン
プを実施します。一般社団法人全日本合唱連盟が次代
を担う合唱人を育てることを目的として2012年から
始めた音楽プロジェクト「ＪＣＡユースクワイア」。合唱
に情熱を燃やす16歳から28歳までの若者40人が全国
から選抜されて集い、世界的に活躍する合唱指揮者の
指導のもと、音楽を作り上げコンサートを開きます。そ
の第３回会場に津市が選ばれました。
　芸術創造の舞台は白山のしらさぎホール。津市が誇
るホールの響きは実力ある若者たちのハードなレッス
ンを十分に受け止め、満足させてくれるはずです。宿
泊地となる猪の倉温泉は、練習に明け暮れるメンバー
たちをゆったりと癒やしてくれることでしょう。指揮者

に迎えるフィンランドのカリ・トゥルネン氏も寝食を共
にし、短期間でコーラスを完成させます。
　３月28日金曜日、大門に移動し、12時半から津市ま
ん中広場でお披露目の街角コンサート。５日目最終日
のコンサートは29日土曜日14時、津リージョンプラザ
お城ホールで開催されます。どんな素敵なハーモニー
が生まれるのでしょう。わくわくします。
　声楽を志し次の世代の合唱界を担っていく若者た
ちが、将来の夢へと羽ばたいていくことを祈って、ささ
やかですが、津市も心を込めたおもてなしをさせてい
ただきます。
　参加者の初顔合わせに始まり、心を通わせながら音
楽を掘り下げ、ひとつのコンサートを作り上げていく過
程を記録するドキュメンタリー番組の制作を三重テレ
ビに依頼しました。４月26日土曜日18時30分放送予定、
番組を収録したＤＶＤは参加者へのプレゼントです。
　魅力的な観光名所や設備の整った文化施設が随所
にある津市は訪れる方々の多様なニーズに対応可能
です。これからも津市の魅力を肌で感じていただける
ような創意工夫をシティプロモーションに取り入れて
まいります。

■観海流泗水会寒中水泳大会
　(阿漕浦海岸)…１月13日

　津市指定無形民俗文化財の「泅水
術観海流(しゅうすいじゅつかんか
いりゅう)」は、嘉永五(1852)年に
津藩に採用された長距離泳法です。
　この日、伝統ある観海流泅水会の
寒中水泳大会が開催され、土方一夫
代表をはじめとする会員の皆さんが
見事な泳法を披露されました。
　水温７度の真冬の海で、観海流門
下生と一緒になって初泳ぎを行った
津高等学校の水泳部、ラグビー部の
選手や陸上自衛隊久居駐屯地の隊員
など、約80人の皆さんを激励しま
した。

■吉本新喜劇 辻本茂雄座長来訪
　…１月14日
　３月16日に三重県文化会館大
ホールで開催される「お笑いフェス
ティバルin津・ご当地よしもと新喜
劇～笑いで元気を呼び起こそう～」
のPRのため、吉本新喜劇座長の辻
本茂雄さんとカナダ人落語家の桂三
輝(サンシャイン)さんがおみえにな
りました。皆さんに親しみのある新
喜劇の「住民参加型」の公演で、津
市にちなんだお笑いを出演者、来場
者のみんなで楽しみ、つくり上げる
舞台です。
　私も出演します。ネタはこれから
じっくり考えます。お楽しみに！

■映画『WOOD JOB!(ウッジョブ)～
　神去なあなあ日常～』試写会
　(東京都)…１月25日

　鈴木知事とともに鑑賞しました。
　三重県中部にあると設定された神
去(かむさり)村で林業研修プログラ
ムに参加した都会育ちのお気楽な青
年が主人公の爆笑、衝撃のエンタテ
インメント作品でした。ロケ地美杉
の美しい自然の奥深くまで分け入っ
て撮影された迫力ある映像に、監督
も｢最高の出来。これからは『ウッ
ジョブ！』の矢口と評されることに
なるだろう｣と自負なさるほどの仕
上がりです。５月10日から全国公
開されます。ぜひご覧ください。

津市長 前葉 泰幸
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