
競艇事業課
　224－5106　　224－9944

　電気を消し、キャンドルの明か
りだけの中でリラックスしてヨガ
をしませんか。
と　き　9月23日（金・祝）19時
　～20時（18時30分集合）
ところ　津市モーターボート競
　走場2階展示スペース
定　員　先着50人
持ち物　ヨガマット（なければバ
　スタオルでも可）、運動しやす
　い服装、飲料水、タオル
参加費　無料
申し込み　電話で競艇事業課（　
　224－5106)へ
申込開始　9月8日（木）から

と　き　10月30日（日）13時30
　分～15時30分
ところ　安濃中央総合公園内体
　育館
内　容　スポーツ活動に必要な朝・
　昼・晩の食事について
講　師　櫻井智美さん（管理栄
　養士）
定　員　先着80人
費　用　無料
申し込み　住所、氏名、年齢、性
　別、電話番号を記入し、直接ま
　たは郵送、　、　で津市体育館
　（〒514－0831 本町31－1、　Ｉ1
　579＠city.tsu.lg.jp)へ
申込期間　9月8日（木）～10月
　21日(金)
※要項は津市体育館またはスポー
　ツ振興課、津市民プール、各総
　合支所地域振興課にあります。

とき・ところ

※出演料など詳しくは、募集要
　項をご覧ください。
対　象　市内に活動拠点を置く
　音楽団体（軽音楽は出演選考
　があり、それ以外は応募者多数
　の場合、選考を行うことがあり
　ます）
申し込み　文化振興課、各総合
　支所地域振興課、教委生涯学
　習課、各公民館、各ホールにあ
　る所定の応募用紙に必要事項
　を記入し、直接または郵送・　・
　　で文化振興課（〒514－0027
  大門7－15 津センターパレス2
　階、　229－3250＠city.tsu.lg.
　jp）へ
※軽音楽については、直接持参
　または郵送に限ります。　　
※募集要項・応募用紙は、津市ホ
　ームページからもダウンロー
　ドできます。
締め切り　10月31日（月）

と　き　10月～来年3月の毎月
　第3木曜日10時～12時
ところ　久居総合福祉会館
対　象　市内に在住で、高齢者
　へのボランティア活動に興味
　のある人
定　員　抽選30人
受講料　無料（別途スポーツ安
　全保険加入費用が必要な場合
　が有ります）
申し込み　直接来館（火曜日を
　除く）または、はがき、　で講
　座名、郵便番号、住所、氏名、
　年齢、電話番号を記入し、久居
　総合福祉会館（〒5
　14－1136 久居東
　鷹跡町20－2）へ
締め切り　9月16日
　（金）必着

　グラウンドゴルフに参加して、
楽しく健康づくりをしませんか。
と　き　9月12日（月）13時30
　分～15時30分（雨天の場合は
　室内ゲーム）
ところ　市芸濃庁舎芝生広場
定　員　先着50人
費　用　100円（保険代他）
申し込み　芸濃保健センターへ
申込開始　9月2日（金）から

と　き　10月30日（日）10時～
　15時　※雨天決行
ところ　お城西公園、津リージョ
　ンプラザ
■こどもフリーマーケットこども店長
　自分で、兄弟で、友達とお店を
　出しませんか。
　対　象　市内に在住、在学の
　小学6年生以下
■ブース出展
　飲食ブース、体験できるブース、
　展示ブースなどを出しませんか。
　対　象　子育ち子育てに関す
　る活動をしている団体、飲食ブー
　スを出展する団体

以下共通事項
申し込み　こども総合支援室へ
締め切り　9月16日（金）
※募集要項・申し込み用紙は、元
　気っ津ホームページからもダ
　ウンロードできます。

女性限定！
キャンドルナイトヨガ

募　集

津市体育館
　225－3171　　229－0189

スポーツ研修会スポーツを
楽しむための栄養学
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記号の見方　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ
○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

■津市ホームページ
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つ

市政へのご意見・ご要望は…

　スポーツ振興課（　229－3254）
　文 化 振 興 課（　229－3250）
　産業政策振興課（　229－3360）
　企 業 誘 致 室（　229－3263）
　商業労政振興課（　229－3114）
　観 光 振 興 課（　229－3170）
　教委生涯学習課（青少年担当、
　　　　　　　　　　225－7172）

久　居
　〒514－1192　久居東鷹跡町246
　　255－8812　　256－7666

河　芸
　〒510－0392　河芸町浜田808
　　244－1700　　245－0004

芸　濃
　〒514－2292　芸濃町椋本6141－1
　　266－2510　　266－2522

美　里
　〒514－2113　美里町三郷48－1
　　279－8111　　279－8125

安　濃
　〒514－2326　安濃町東観音寺483　
　　268－5511　　268－3357

香良洲
　〒514－0392　香良洲町1878
　　292－4374　　292－4318

一　志
　〒515－2516　一志町田尻593－2
　　293－3000　　293－5544

白　山　
　〒515－2603　白山町川口892
　　262－7011　　262－5010

美　杉　
　〒515－3421　美杉町八知5828－1
　　272－8080　　272－1119

各総合支所地域振興課のご案内

市東分庁舎のご案内
（大門7－15　津センターパレス２階）

市民交流課
　〒514－8611（住所不要）
　　229－3105
　　227－8070
　　info@city.tsu.lg.jp

情報発信番組
まるっと津ガイド・プラザ津
（ケーブルテレビ デジタル123ch、アナログ6ch)　毎日6時～24時
※プラザ津は8時・14時・20時から2時間放送
元気発信！津（三重テレビ)　毎月第4日曜日9時～9時15分
津市情報マップ（ＦＭ三重)　毎週水曜日17時30分～17時35分

〒514－8611
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満1歳児～小学2年生を対象に
無料託児サービスを行います。

と　き　9月25日（日）9時～
　16時
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…保険年金課
　（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）

文化振興課
229－3250　　229－3247

津市民文化祭
音楽部門出演団体

久居総合福祉会館
256－7110　　256－7129

久居総合福祉会館講座
高齢者みまもりたい講座

こども総合支援室
229－3284　　229－3334

子育ち子育て支援
元気っ津まつり2011出展者

芸濃保健センター
266－2520　　266－2525

健康づくり推進員と一緒に
グラウンドゴルフ大会

　ご協力をお願いします。
と　き　9月22日（木）11時
　～12時
ところ　香良洲公民館
対　象　17～69歳の人で体重
　が50kg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）

9月の献血（400ｍｌ）

問い合わせ　中央保健センター
　229－3310　　229－3287

ご利用ください
休日納付相談・納付窓口

10 11

市民清掃デー（津地域）

問い合わせ　環境政策課
　　229－3258　　229－3354

�私たちのまちをきれいにす
るため、奮ってご参加ください。
と　き　9月25日（日）7時～
　9時　※小雨決行、荒天の
　場合は10月2日（日）に延期
ところ　津地域の道路や公園
　など

津のまちを美しくする運動

軽音楽

太鼓演奏

合唱音楽

器楽音楽

三曲

２月12日(日)
18時～

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

津リージョンプラザ
お城ホール

白山総合文化セン
ターしらさぎホール

２月26日(日)
13時～

３月４日(日)
13時～

３月11日(日)
13時30分～

３月18日(日)
13時～

とき
(いずれも来年) ところ


