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　5月26日（土）13時30分～　
　津リージョンプラザ健康教室
　森正人さん（三重大学人文学
部准教授）による講演「四国遍
路とは？－近現代から考える－」
　津文化協会（　228－8393）

　6月6日（水）～10日（日）9時
～17時　※10日は16時まで　
　ポルタひさいふれあいセンター
　同展代表者（　255－5457）

　8月19日（日）～25日（土）　※
6泊7日　　北海道内　　市内に在
住の小学5・6年生（子ども会員優
先）　　200人　　6万3,000円
　6月13日（水）までに津市青少
年センターにある所定の申込書
に必要事項を記入し、津市子ど
も会育成者連合会事務局（教委
生涯学習課青少年センター内、
　225－7172）へ

　①6月6日（水）②6月13日（水）
いずれも13時～14時30分　　
①同センター本部（三重町津興）
②久居総合福祉会館
　①同センター本部（　224－41
23）②同センター久居支部（　
256－2208）

　6月24日（日）9時～　　養正
小学校グラウンドおよび体育館
　ニュースポーツなど11種類の
遊びコーナーやビンゴ大会　　
小学生以上1人につき100円　
※幼児は保護者同伴、同伴者も
参加料が必要
　5月21日（月）～6月15日（金）
に、スポーツ振興課および各総
合支所地域振興課にある所定の
申込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・レクリエーション協会事務局（ス
ポーツ振興課内、　229－3247）へ
　同事務局（　229－3254）

　平成24年度の新規または継
続の登録を受け付けます。
　6月29日（金）までに所定の用
紙に必要事項を記入の上、登録
料を添えて津市スポーツ少年団
本部事務局（スポーツ振興課内、
　229－3254）へ

　6月3日（日）13時～　　久居
体育館　　1チーム8～10人で
行うドッジボール　※コート内
は8人、個人や少人数での申し
込み可　　1チーム2,000円（個
人での申し込みは１人350円）
　5月21日（月）～28日（月）に、
氏名とファクス番号を記入の上、
ファクスで同大会担当（　253  
－4322）へ申込用紙を請求
　同大会担
当（　253－
4322）

　6月17日（日）8時30分～　　
河芸体育館　　市内に在住・在
勤の人　　1チーム2,000円
　6月12日（火）までに、ファク
スでかわげスポーツクラブ事務
局（　245－3354）へ

　家庭で使わなくなった毛布を
アフリカの人たちに寄付しませ
んか。同時に輸送費1,000円の
募金も行っています。　※天然
繊維の毛布や小さい毛布、汚れ
のある毛布などを除く
　5月27日（日）10時～15時　
　市本庁舎北側
　同運動推進委員会津事務局（　
090－8079－3942）

　往復はがきに受講講座名、住所、
氏名、電話番号、性別、年齢を記
入し、同短期大学（〒514－0115 
一身田豊野195)へ　※同短期
大学ホームページからも応募で
きます。
　同短期大学（　232－2310）
○意外と知らない絵本のこと
　6月23日（土）13時30分～15時
　同短期大学2号館223教室　
　50人
締め切り　6月8日(金)
※託児あり（事前申し込みが必要）
○人間発達と福祉問題
　6月30日（土）13時30分～15時
　同短期大学１号館121教室　
　40人
締め切り　6月15日（金）

　6月8日（金）10時～11時30
分 　　津センターパレス3階介
護実習室　　うちわを飾ろう　
　市内に在住の60歳以上の人
　　20人
　5月23日（水）～6月1日（金）
に津市社会福祉協議会津支部（　
213－7111）へ

　6月3日（日）10時～12時　　
津リージョンプラザ2階健康教室
　「漢方薬の話～東洋医療の考
え方と漢方の正しい使い方～」
をテーマに薬剤師による薬の効
能などの解説と個人相談など
　津薬剤師会（　255－4387）

　6月10日（日）10時～14時　
　津リージョンプラザ　　口の
中や頸部に不安・異常を感じる
人　　　40人
　5月25日（金）までに、はがき
に「6/10　検診希望」、住所、氏名、

電話番号を記入し津市口腔検診
実行委員会（〒514－0008 上浜
町１－184）へ　※津歯科医師会ホー
ムページからも応募できます。
　津歯科医師会（　225－1304）

　6月10日（日）9時～13時　※
8時30分から受け付け
　メッセウイング・みえ（北河路町）
　30歳以上の人　　無料検査（①
心電図②骨密度③頸動脈エコー
④脈波伝導度）、医師相談コー

ナー、健康展など　　　①150
人②120人③120人④60人
　三重県臨床検査技師会（　231
－1818）

　6月14日（木）14時～15時　
　久居公民館3階大会議室　　
笠間睦さん（　原白鳳病院診療
情報部長）による講演「認知症
について正しく学びましょう」　
　100人
　久居一志地区医師会（　255
－3155）

文化講演会三重大学シリーズ
？「発見塾」（無料）

４月1日現在

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・・・・・・・・・・

6件（38件）
4件（9件）

1,056件（3,444件）
847件(2,434件)

1人（1人）
180人(530人)

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

121,841世帯
（前月比310世帯減）

287,376人
（前月比1,064人減）

139,116人
148,260人

市民の動き
３月分

（平成24年累計）

悲しい数字

無料相談コーナー

募　集

子ども会洋上教室

ドッジボール大会

スポーツ少年団への登録

日本画　雅会展（無料）
キッズフェスティバル2012

せん   が    かい

市美里庁舎
２階会議室４

白山市民会館
１階教養娯楽室

市本庁舎
３階相談室

芸濃福祉センター
相談室

市安濃庁舎
２階会議室

サンデルタ香良洲
相談室

グリーンハウス美杉
２階小研修室

久居総合福祉会館
２階談話室

津センターパレス
３階社会福祉協議
会内会議室

とことめの里一志
いこいの間

とき（６月） ところ

河芸ほほえみセンター
２階福祉団体活動支援室

金融ほっとライン（東海）
　金融サービスを利用している
皆さんからのご意見、ご相談を
受け付けています。
　毎週月～金曜日9時～12時、
13時～17時
　東海財務局（　052－951－9620）

多重債務相談窓口
　多重債務で悩んでいる人の相
談窓口を設けています。
　毎週月～金曜日9時～12時、
13時～17時
　東海財務局（　052－951－1764）

6月の行政・市政相談
　国・市などの行政に関する苦
情や要望

　三重行政評価事務所（　227－
6661)

6月1日は人権擁護委員の日です
人権擁護委員による人権相談

（秘密厳守）
いじめ、虐待、プライバシー侵害、
近隣関係など
○特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会（　228－4193）
○常設人権相談所
　毎週月～金曜日8時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課（丸之内）
　同課（　0570－003－110）

健　康

認知症予防教室（無料）

住民健康講座（無料)

薬を知る講演会（無料）

口腔がん検診
（事前予約制、無料）

1日(金)

4日(月)

21日(木)

９時～
11時30分

９時30分～
11時30分

９時30分～
11時30分

10時～16時

11時～14時

13時～16時

13時30分～
15時

13時30分～
15時

９時30分～
11時30分

13時～16時
※受け付けは
　15時まで

こう  くう

けい　 ぶ

９時～12時

1日（金）
13時30分～15時

6日（水）
13時～16時

7日（木）
13時30分～15時

8日（金）
9時～12時

11日（月）
13時～16時

芸濃福祉センター
相談室

サンデルタ香良洲
相談室� �

河芸ほほえみセンター
２階ケース会議室

ポルタひさい３階
多目的研修室Ｃ

5日（火）
9時～12時

アスト津４階
会議室３�

とき（６月） ところ

グリーンハウス美杉
2階小研修室

河芸ソフトバレーボール大会

アフリカへ毛布を送る運動

日本医学検査学会
無料検査・健康展

高田短期大学公開講座（無料）
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津市行政情報チャンネル・ケーブルテレビ　デジタル123ch（アナログ６ch）
まるっと津ガイド・プラザ津

津市情報マップ

まるっと津ガイド・プラザ津

三重テレビ放送

ＦＭ三重
津市情報マップ 毎週水曜日17時30分～17時35分

毎月第４日曜日９時～９時15分
年６回放送予定　

つ いいと、ツイート！
旬感☆みえ～MY CITY MY TOWN～　
つ いいと、ツイート！
旬感☆みえ～MY CITY MY TOWN～　

津市では、市民の皆さん
の活動、地域のできごと、
市役所からのお知らせな
ど、さまざまな話題をテ
レビ、ラジオなどでお届
けしています。ぜひ、ご視
聴ください。

津市シルバー人材センター
入会説明会

毎日６時～24時　

イベント
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