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募　集

と　き　8月25日（木）9時30分
　～11時30分
ところ　白塚公民館
対　象　市内に在住・在学の小
　学生
定　員　先着15人
参加費　150円（お菓子代）
申し込み　8月11日（木）から直
　接または　、　で、氏名、学年、
　電話番号を白塚公民館へ

　手作りパンを作って焼きたて
のおいしさを味わってみましょう。
と　き　9月21日、10月19日、
　11月16日、12月21日、来年1
　月18日、2月15日いずれも第
　3水曜日9時～12時

ところ　橋北公民館
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人
講　師　盆野順子さん
定　員　先着15人
受講料　1,800円（別途材料費
　400～500円程度が必要）
申し込み　8月3日（水）～10日
　（水）に直接橋北公民館へ

　自分の名前を練習しながら正
しい姿勢・鉛筆の持ち方を学び
ます。
と　き　8月22日（月）10時～
　12時
ところ　久居公民館
講　師　徳永由香さん
対　象　市内に在住・在学の幼稚
　園年中児～小学1・2年生程度
定　員　抽選10人
参加費　無料
申し込み　往復はがきに住所・
　氏名・年齢・電話番号を記入し、

　〒514－1125 久居元町2354 
　久居公民館へ
締め切り　8月12日（金）必着

　アメリカ生まれのカラフルで
キュートなお菓子を作りませんか。
と　き　8月20日（土）9時～12時
ところ　久居公民館
講　師　吉田アナさん
対　象　市内に在住・在学の小
　学生
定　員　抽選18人
参加費　500円（材料費含む）
持ち物　エプロン、三角巾
申し込み　往復はがきに住所・
　氏名・年齢・電話番号を記入し、
　〒514－1125 久居元町2354 久  
　居公民館へ
締め切り　8月
　12日（金）必
　着

●サッカー
と　き　10月23日（日）13時30
　分～15時30分
ところ　海浜公園内陸上競技場
対　象　市内に在住・在学の5歳
　児～小学2年生
定　員　先着120人
参加費　300円
申し込み　直接または郵送、　
　でスポーツ振興課（〒514－00
　27 大門7－15 津センターパレス
　2階、　229－3247）へ
※開催要項はスポーツ振興課ま 
　たは各総合支所地域振興課に
　あります。
申込期間　8月8日（月）～10月
　7日（金）

●バドミントン
と　き　9月17日（土）・18日（日）
ところ　津市体育館
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の中学3年生以上の人
定　員　個人戦先着200人、団
　体戦先着40チーム
締め切り　8月26日（金）
●バスケットボール
と　き　9月18日（日）・25日（日）
ところ　芸濃総合文化センター
　内アリーナほか
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の高校生以上の人
締め切り　8月19日（金）

●陸上
と　き　9月19日（月・祝）
ところ　海浜公園内陸上競技場
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の小学3年生以上の人
定　員　先着300人
締め切り　8月26日（金）
すべての申し込みは
　8月8日（月）からそれぞれの
締め切りまでに、直接または郵送、
　でスポーツ振興課（〒514－00
27 大門7－15 津センターパレス
2階、　229－3247）へ
※開催要項はスポーツ振興課ま
　たは各総合支所地域振興課に
　あります。参加費は種目によ
　って異なりますので、要項で
　ご確認ください。

白塚公民館
　・　232－3043

子ども教室（煎茶教室）

橋北公民館
　227－1738　　222－2526

公民館教養講座�
ベーキングスクール

久居公民館
　256－3931　　256－3919

公民館課題講座
こどもかきかた体験講座
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7月1日現在
6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・・・・・・・

5件（73件）
4件（26件）

1,024件（6,184件）
882件（4,830件）

2人（7人）
172人（1,059人）

世帯数・・・・・・・

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

121,928世帯
（前月比24世帯減）

289,149人
（前月比158人減）

140,292人
148,857人

悲しい数字 市民の動き

久居公民館
　256－3931　　256－3919

公民館課題講座�
アナ先生のケーキポップ教室

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

　受講料には傷害保険料を含
みます。
申し込み　スポーツ振興課、各
　総合支所地域振興課、津市
　体育館、津市民プールにあ
　る所定の用紙に必要事項を
　記入し、直接または　で提出
締め切り　8月１２日（金） 

津市スポーツ教室

問い合わせ　スポーツ振興課
　225－3171　　229－0189

小学生水泳教室
(月曜コース)

教室名

小学生水泳教室
(木曜コース)

アクアフィット
ネス教室

シニア健康
水泳教室

バドミントン教室
(基礎から応用)

卓球教室
(基礎から応用)

ジュニアかけっこ塾
(陸上教室)

健康ヨガ教室

９月12日～11月28日の毎週月曜日
18時～19時30分

９月15日～11月24日の毎週木曜日
18時～19時30分

10月29日～12月３日の毎週土曜日
10時～11時30分

小学２～６年生、
50人

小学２～６年生、
50人

安濃中央総合公園内
多目的グラウンド

受講料

4,000円

4,000円

3,500円

5,500円

5,000円

5,000円

4,000円

3,500円

津市民プール
９月16日～11月11日の毎週金曜日
10時～11時

９月22日～11月17日の毎週木曜日
10時～11時30分

10月４日～11月22日の毎週火曜日
10時～11時30分

10月４日～11月22日の毎週火曜日
10時～11時30分

11月２日～12月14日の毎週水曜日
10時～11時

と　き（祝日は除く）

市内に在住・在勤・在
学の人、30人

市内に在住・在勤の
60歳以上の人、40人

市内に在住・在勤・在
学の人、30人

市内に在住・在勤・在
学の人、30人

５歳児～小学６年生、
20人

市内に在住・在勤・在
学の人、20人

津市体育館

白塚市民センター

対象・定員（抽選）ところ

　今の中学校の教科書や、ちょっと昔の高校の教
科書を使って勉強する講座を開催します。試験も
成績表もありません。あの頃の気分に戻って、気
軽に楽しく、もう一度学んでみませんか。
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在勤・在学の20歳以上の人
定　員　各教科抽選20人程度（初めて受講する
　人を優先）
受講料　いずれも3,000円（教科書代は別途自己
　負担）
申し込み　往復はがきに講座名「もう一度学んで

　みませんか」、教科名、住所、氏名、年齢、電話番
　号を記入し、〒514－0036 丸之内養正町１－１ 中 
　央公民館へ
締め切り　8月19日（金）必着
　※往復はがき１枚につき、１人１教科のみ有効。
教科書について　英語と社会の教科書は、事前に
　中央公民館で一括購入します。受講決定通知を
　受け取った人は、9月9日（金）17時15分までに
　教科書代を中央公民館でお支払いください（平
　日8時30分～17時15分）。国語の教科書は、開
　講日までに各自で購入してください。

教科 内　容

評判の高い筑摩書房の高校教科書
の文庫版で、主に文学作品を学び
ます。

１年生の教科書を使って、文法を
中心にした基本的な英語を、楽し
く学びます。

９月22日、10月６日・13日、11月10日・24日、
12月８日・22日、来年１月12日・26日、２月９
日いずれも木曜日13時30分～15時30分

10月24日・31日、11月14日・21日、12月19日、
来年１月23日・30日、２月13日・27日、３月12
日いずれも月曜日14時～15時50分

・「中学社会　歴史的分野」（平成17年３
　月30日検定済）日本文教出版694円
・「中学社会　地理的分野」（平成17年３
　月30日検定済）日本文教出版694円
・「中学社会　公民的分野」（平成17年３
　月30日検定済）日本文教出版694円

・「なつかしの高校国語」
　ちくま学芸文庫1,890円（税込）

・「NEW HORIZON English Course 1」
　（平成17年２月21日検定済）
　東京書籍292円

講　師

藤田　明さん

落合幸雄さん

みんなでスポーツしませんか？みんなでスポーツしませんか？
問い合わせ　スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

９月27日、10月４日・25日、11月１日・15日・
22日・29日、12月13日・27日、来年１月17日い
ずれも火曜日９時30分～11時30分

豊田真理子
さん

教科書（歴史、地理、公民）を使
って、最近の話題も取り上げなが
ら楽しく学びます。

国語

英語

社会

教科書と　き

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150

津市民スポーツ教室 津市民体育大会

中央公民館教養講座　もう一度学んでみませんか中央公民館教養講座　もう一度学んでみませんか中央公民館教養講座　もう一度学んでみませんか


