
　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
を受けることとなっています。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、8月1日（月）～
31日（水）に必ず提出してくだ
さい。

　風水害などの自然災害や鳥獣
害などで平年作の3割を超える
減収がある場合は、「損害評価
野帳」を提出してください。未提
出の場合、評価ができないため、
共済金を支払う対象となりません。

　稲刈り後、稲わらをそのまま
水田に放置しておくと大雨の時
などに流れ出し、排水路などに
詰まって浸水被害などを招く恐
れがあります。すき込みを行い、
田にそのまま放置しないように
しましょう。

　おもちゃを作って遊びましょう。
と　き　8月7日（日）13時～14
　時30分　※9時50分から整理 
　券を配布
ところ　津市モーターボート競
　走場女性子どもルーム
定　員　30人
参加費　100円（入場料）

　打ち上げ花火や安濃地域の小・
中学生がデザインした仕掛け花
火、盆踊りなどを開催します。
と　き　8月15日（月）17時～
　21時　※雨天の場合は16日
　（火）、17日（水）に順延
ところ　安濃中央総合公園

　姉妹都市であるブラジルのオ
ザスコ市より、全ブラジル太鼓
選手権大会ジュニア部門で優勝
した「轟太鼓」がやってきます。
高虎太鼓との共演や地元の郷土
芸能も参加します。
と　き　8月14日（日）17時～
　18時30分（16時30分開場）
ところ　津リージョンプラザお
　城ホール
入場料　無料　

採用職・定員　会計学の教授、准
　教授、または講師1人
対　象　大学院修士課程修了ま
　たはそれと同等以上の研究上
　の業績を有するなど条件を満
　たす人
申し込み　9月30日（金）17時
　までに三重短期大学へ

と　き　11月6日（日）10時～
　15時
ところ　津市モーターボート競
　走場
内　容　営利目的以外で、環境
　をテーマとした展示や体験、
　舞台、フリーマーケットなど　
　※展示はパネル2枚、机2脚、
　椅子3脚を無料で利用できます。
費　用　無料
申し込み　8月15日（月）までに
　環境政策課へ

　「生涯学習を通して、みんな
で地域づくり」をテーマに、地域
の課題などを持ち寄り、意見交
換します。
と　き　8月30日（火）13時～
　16時
ところ　県生涯学習センター大

　研修室（県総合文化センター内）
講　師　岩崎恭典さん（四日市
　大学総合政策学部教授）
対　象　生涯学習活動をしてい
　る人または関心を持っている人
定　員　抽選50人
申し込み　はがきまたは　、　で、
　「生涯学習指導者研修会受講
　希望」と明記の上、住所、氏名、
　電話番号を記入し、教委生涯
　学習課（〒514－8611 住所不要、
　　229－3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　8月22日（月）必着

いきいきサロンフレンド交流会
と　き　8月23日（火）10時～
内　容　季節の小物作り
定　員　先着15人
ボランティア「福寿草」交流会
と　き　8月25日（木）10時～
内　容　こけ玉作り
定　員　先着20人
以下、共通事項
ところ　一志児童館
対　象　市内に在住の高校生以
　下の人（未就学児は保護者同伴）
費　用　無料
申し込み　8月15日（月）～22
　日（月）に直接または　で一志
　児童館へ

と　き　9月4日（日）9時～18時
ところ　中消防署
内　容　人工呼吸、胸骨圧迫（心
　臓マッサージ）、AED、止血法

　などの講習
定　員　先着30人
申し込み　8月17日（水）～26
　日（金）に救急対策室へ（土・
　日曜日を除く）�

　子どもたちが自分の五感を使っ
て調理し、生活の知恵を育むこ
とを目的にした教室です。
と　き　8月20日（土）10時～
　13時
ところ　中央保健センター栄養
　指導室
対　象　市内に在住の小学1～
　3年生
定　員　先着16人
参加費　1,000円
講　師　三重県地域活動栄養士
　連絡協議会津支部栄養士、食
　育サポーター
申し込み　8月8日（月）から　
　でこども総合支援室へ　※当
　日の献立や教室の様子を「元
　気っ津」ホーム
　ページでご覧い
　ただけます。

こども家庭課
　229－3155　　229－3334

各総合支所市民福祉課（福祉課）
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イベント

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

女性子どもルームイベント!
わくわくおもちゃ工作

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

あのう「光れ！
しかけ花火」祭り

国際・国内交流室
　229－3102　　229－3366

郷土芸能でつなぐ
姉妹都市ジュニア太鼓共演

農業共済室
　279－8210　　279－8211

水稲共済加入農家の
皆さんへ

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

稲わらの流出にご注意を

募　集

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会
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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

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

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
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三重短期大学
232－2341　　232－9647

来年４月１日採用予定
専任教員募集

環境政策課
229－3212　　229－3354

つ・環境フェア出展者

こども総合支援室
229－3284　　229－3334

夏休み子ども料理体験教室

教委生涯学習課
229－3248　　229－3257

生涯学習指導者研修会

救急対策室
254－1603　　256－7755

上級救命講習会

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
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　耐震補強などの改修工事の
ため、次の期間休館します。
と　き　9月1日（木）～来年4
　月中旬ごろ

香良洲歴史資料館
臨時休館

問い合わせ　
生涯学習課
　229－3251　　229－3257
香良洲歴史資料館
　292－2118


