
　元日本テレビアナウンサー
で記者として活躍した薮本雅
子さんが、自分の体験や取材
に基づく人権や差別の問題に
ついて語ります。
と　き　9月25日（日）13時30
　分～15時（13時開場）
ところ　美杉総合開発センター
　大集会場
演　題　「メディアと人権」
定　員　先着200人
入場料　無料

広報 津 2011.9.1

　地域の子育てや家庭教育を支
援するコーディネーターを養成
するための講座を、高田短期大
学と共催で開催します。

とき・内容（全5回）

※11月30日は、10時～11時30分に「救
　急法講習」を行います。

ところ　安濃中公民館研修室1
定　員　抽選40人

受講料　無料
申し込み　はがきまたは　で、
　「家庭教育希望」と明記の上、
　住所、氏名、年齢、電話番号を
　教委生涯学習課（〒514－8611
　住所不要、　229－3248@city.
　tsu.lg.jp）へ
締め切り　9月20日（火）必着
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8月1日現在
7月分

（平成23年累計）

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・・・・・・・

2件（75件）
1件（27件）

1,177件（7,361件）
927件（5,713件）

1人（8人）
222人（1,281人）

世帯数・・・・・・・

人　口・・・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・・・
　女性・・・・・・・・・

121,937世帯
（前月比9世帯増）

289,019人
（前月比130人減）

140,174人
148,845人

悲しい数字 市民の動き

からの
お知らせ市からの
お知らせ
からの
お知らせ
からの
お知らせ市市市

つ

教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

あのつアカデミー
家庭教育支援コーディネーター
養成講座(基礎コース)

託児を行います
　託児を希望する人は、託児の
人数・年齢を申し込み時にお知
らせください（講座締め切り日
以後の申し込みはできません）。
費　用　子ども1人につき1回
　300円

　バスで実際に現地へ行って、私たちが暮らす郷
土について学びませんか。今年度のテーマは「環
境と自然」です。
対　象　市内に在住・在勤・在学の人

参加費　1コースにつき800円（入場料などは別
　途自己負担）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
　号、希望コース、希望乗車地を記入し、各申し込
　み先へ　※往復はがき1枚につき、1人1コース
　のみ有効。同じコースへの複数応募や、往復は
　がき以外での申し込みはできません。
締め切り　9月15日（木）必着

公民館教養講座

「郷土教室」参加者募集

大紀町を訪れ、三重を代表す
る巨樹・名木を巡ります。

（昼食は持参、歩きやすい服
装で）

多岐原神社、笠木渓谷、大
皇神社、八柱神社、汲泉寺
など

森野旧薬園（270円）、伊
勢本街道の宿場町（大宇
陀の町並み）など

旧伊勢本街道の宿場町（の
れん街）、旧城下町並み、
美杉ふるさと資料館（昼食）、
北畠氏館跡庭園（300円）、
道の駅美杉

三角点、奥山権現、布引の
滝（滝見台で昼食）、倭寺
屋敷跡、乗渓寺、旧垣内宿
など

柏尾原学習林（久居明神
町）・白銀環境清掃センター・
西部クリーンセンター

自然豊かな山間の里、宇陀（奈
良県宇陀市）を訪ねて、特産
の葛や薬草について学びます。

（昼食は自己負担）

伊勢本街道と歴史ロマンを満
喫できるコースです。

（昼食は持参）

青山高原三角点から布引の
滝周辺の自然環境に触れ、見
て、楽しみます。

（昼食は持参、山歩きの服装で）

里山の自然環境に触れ、コー
スを30分程度散策します。
ごみ処理施設を見学し、環境
問題について理解を深めます。

（昼食は持参）

10月５日（水）
樹木ウオッチング

－大紀町を訪ねて－

10月20日（木）
宇陀の葛と薬草

10月25日（火）
美杉森林セラピー基地
（まち歩きコース）を

歩きませんか

11月11日（金)
※雨天の場合は、11月18日(金)

白山の秋の自然を訪ねて

11月25日(金) 
里山散策と

ごみ処理施設見学

抽選
30人

抽選
20人

抽選
20人

抽選
20人

抽選
20人

①久居公民館 
②一志高岡公民館

①芸濃公民館
　(芸濃総合文化セ
　 ンター)
②白山総合文化セ
　ンター

①美里文化センター
②白山総合文化セ
　ンター

①久居公民館
②白山総合文化セ
　ンター

①白山公民館
②一志高岡公民館

①８：50
　(８：40)
②９：00
　(８：50)

①９：00
　(８：50)
②９：30
　(９：20)

①８：40
　(８：30)
②９：10
　(９：00)

①９：00
　(８：50)
②９：30
　(９：20)

①16：00
②15：40

①10：00
　(９：50)
②10：20
　(10：10)

①16：20
②16：00

①16：30
②16：20

①17：00
②16：30

①16：00
②15：30

久居公民館
〒514－1125
久居元町2354
　256－3931

芸濃公民館
〒514－2211
芸濃町椋本6824
　265－6000

教委美里事務所
〒514－2113
美里町三郷48-1
　279－8121

白山公民館
〒515－2693
白山町川口897
　262－7027

一志高岡公民館
〒515－2516
一志町田尻605-2
　293－5611

とき・コース名 内　容 行き先・入館料など 定員 乗車地
出発時間
(受付開始)

帰着時間
申し込み・
問い合わせ

と　き　11月5日（土）16時～（開場は15時30分）
ところ　美里文化センター文化ホール
入場料（全席指定）　前売り2,500円、当日3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。前売り券
　完売の場合は、当日券の販売はありません。
販売開始日　9月2日（金）
販売場所　美里総合支所地域振興課、津リージ
　ョンプラザ

と　き　11月19日（土）①13時30分～（開場
　は13時）②16時～（開場は15時30分）
ところ　芸濃総合文化センター市民ホール
入場料（全席指定）
　前売り…一般1,500円、小学生以下1,000円  
　当　日…一般2,000円、小学生以下1,200円
　※3歳以上はチケットが必要です。前売り券
　　完売の場合は、当日券の販売はありません。
販売開始日　9月8日（木）
販売場所　芸濃総合支所地域振興課、芸濃総合
　文化センター、津リージョンプラザ

9月10日（土）オープン

　津市モーターボート競走場西側の国道23
号沿いに、新たに外向発売所がオープンし
ます。
　年間約360日、本場開催レースや場外開催
レースの発売を早朝から行う施設で、ナイタ
ー発売もあります。愛称は
公募で「津インクル」に決
定しました。ぜひ、お立ち
寄りください。

心ふれあう市民のつどい

問い合わせ　美杉人権センター
　　　　　　　・　262－7878

問い合わせ　競艇管理課
　　　　　　　224－5105　　224－9944

薮本雅子さん

月亭八方、桂きん枝　二人会
忍たま乱太郎＆

うたのお兄さん杉田あきひろ
ファミリーコンサート

月亭八方、桂きん枝　二人会
忍たま乱太郎＆

うたのお兄さん杉田あきひろ
ファミリーコンサート

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　芸濃総合支所地域振興課
　　　　　　　266－2510　　266－2522

11月の文化振興事業

月亭八方さん

杉田あきひろさん

桂きん枝さん

津市文化振興事業の
入場券販売方法が変わりました
○入場券は全席指定になりました。
○各公演ごとに販売場所が変わります。

※都合により、うたのお兄さんが変更になりました。

揺れる保育環境と家庭教育
山　征子さん（高田短期大学教授）

乳幼児の成長発達と家庭教育の
実践
宮　つた子さん（同教授）

子どもの発達と言葉遊び・絵本
北川剛司さん（同助教）

子どものからだの成長と運動遊び
柳瀬慶子さん（同助教）

子どもと楽しむ歌遊び・リズム遊び
三宅啓子さん（同教授）

10月12日(水)
10時～11時30分

10月26日(水)
10時～11時30分

11月２日(水)
10時～11時30分

11月16日(水)
10時～11時30分

11月30日(水)
14時～15時30分

と　き 内　容


