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災害時の一時避難場所

久居駅東口防災広場
大規模な災害時に久居駅周辺利用者等の支援活動が
円滑に行えるように一時避難場所として活用できる広場が
５月に完成しました。
いざという時の主な機能を紹介します。
公共自転車等駐車場の東側に完成した防災広場

❶ 大型エアテント

災害時の救護活動や、 帰宅困難者の一時避難場所と ❸ マンホールトイレ
しての活用を想定している大型エアテントが４基あります。
公共下水道マンホール
テントの大きさは幅６ｍ、 長さ９ｍ、 高さ３ｍです。約 10 分
で空気が充填できます。
の上に、仮設トイレが５基
設置できます。

❹ かまどベンチ
緑の風公園には「かまど」に変身するベンチ
が５基あり、45リットルの大鍋が10個利用可
能です。
変身前

❷ 飲料水兼用耐震性貯水槽
地下に埋設された貯水槽に
は約13,000人分（※）の飲料
水が確保でき、また、火災時
の消火用水としても利用可能
です。
※40㎥（1人当たり3リットルとして
計算）

変身後
５月に市長も「かまど」の
設置を体験しました。

問い合わせ 久居総合支所地域振興課危機管理担当 ☎255-8816
広
告
掲
載
欄

三重レディースクリニック
〒514-1113 津市久居野村町366番地１
TEL (059)256-4141
http://www.mieladies.com/

休診：水曜、日曜、祝祭日

市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。

久居アルスプラザ内の一角に「市民サービスコーナー」が開設されました。証明書発行や地域活動に
おける会議などの際にご利用いただけます。
業務時間 平日（月曜日～金曜日） 8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く
業務内容 ①証明書発行業務
【発行する証明書】 住民票、戸籍謄本、所得証明書、納税
証明書など（住所変更や戸籍届出、印鑑登録、市税等の収
アルスプラザ
納業務は取り扱いません。）
休館日（火曜
日）も業務を
②自治会に係る相談業務等
行っています。
・自治会長、地域住民等の担当課への取り次ぎ
久居アルスプラザ
グランドオープンは10月1日！（予定）

問い合わせ
津市久居総合支所市民課 ☎２５５－８８２４
市民サービスコーナー（久居アルスプラザ内） ☎２５３－２４２５

2020 命名３５０年
歴代藩主が眺めた景色が蘇る 高通児童公園
現在の久居中学校西側にある高通児童公園がある場所は、久居藩主が住ん
でいた御殿の庭の一角であると言われています。樹木と石を配した美しい庭園の
南側には御茶屋（茶室）があり、歴代藩主が客人を招いて茶道を楽しんだそうで
す。そこからは、当時、戸木から新家にかけて広がっていた桃林、そしてその向こ
うの雲出川を上り下りする帆舟が眺められ、その素晴らしい眺めは久居八景の
現在の高通児童公園
一つと言われました。
今年３月に大規模な竹林伐採が行われ、久々に南の方角へ向けての眺望が開けました。
きたむらきぎん

「鮎はなんとさか松たけに雲出川 任口」。これは、初代藩主高通公が松尾芭蕉の師匠北村季吟 を
招き、雲出川で捕れた鮎料理でもてなした時に詠んだ句です。お殿様が愛で楽しんだ風景を想像しな
がら、現在の公園からの眺めを楽しんでみてはいかがでしょうか。
←

御殿山記念碑

「御殿山記念碑」の
前に寄せられている
庭石。「御茶屋の庭
石」の一部と言われ
ています。

問い合わせ 久居誕生３５０年事業実行委員会事務局
（久居総合支所地域振興課内） ☎２５５-８８０３

高通児童公園から眺める南の眺望
ひさい地域だより

夏も感染症が
心配！

感染症予防には、手洗いが有効です。
新型コロナウイルスを含む感染症や、これからの暑い季節に心配な食中毒を予防するためにも、しっかり
手を洗いましょう。

手洗いの
方法
➊ 手のひらを合わせて洗う。

❷ 手の甲を伸ばすように洗う。 ❸ 指先、爪先の内側を洗う。

石けんを使って
手を洗いましょう！

❹ 指のあいだを洗う。

❻ 手首も忘れずに洗う。

❺ 親指と手のひらを
ねじり洗いする。

★洗い終わった後は、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かしましょう。
★帰宅時、食事前、調理前、トイレの使用後等には手を洗いましょう。

家庭での食中毒予防

食中毒予防の３原則
洗う･使い分ける

食中毒は飲食店の食事だけでなく、毎日食べて
いる家庭の食事でも発生しています。
手洗い以外にも「食中毒予防の３原則」を守って
食中毒を防ぎましょう。
厚生労働省ホームページ
「家庭での食中毒予防」
もご覧ください。→

問い合わせ
久居保健センター ☎２５５-８８６４

つけない

ふやさない

やっつける

低温で保存

しっかり加熱

親子・夫婦の関係、生き方などの様々な問題について無料相談を実施しています。お気軽にご利用ください。

相談窓口

申し込みは ☎ 男女共同参画室

２２９－３１０３

まで

※団体の相談は除きます。

カウンセラー相談（面談・電話） （50分以内） 予約優先
女性カウンセラー 第1～4火曜日 13：00～18：00
17：00～19：00
男性カウンセラー 第3金曜日

弁護士による法律相談（面談・電話） （30分以内） 定員を超える場合は抽選
7/27 ※7月のみ締切日は7/20
8/24 9/28 10/26 11/16 12/28 1/25 2/22 3/22
申し込み 開催日の前週水曜日までに申し込み
開催日
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詳細については、男女共同
参画室へお問い合わせくだ
さい。

催し物のご案内

※新型コロナウイルスの感染状況により、急きょ中止となる場合
があります。

第３回８.15 津･平和の鐘 ～鐘を鳴らして、戦没者の追悼と平和を祈念しませんか？～
日
時
メイン会場
内
容
問い合わせ

８月15日（土）正午～13：00
子午（とき）の鐘 （久居幸町1041番地）
正午から１分間の黙とう、鐘つき
津がつながる津ぅりずむ 代表 駒田さん ☎265-2590

※当日は、市内約70か所の寺院等で
任意の時間に鐘を鳴らします。他にも
鐘を撞いていただける施設を募集中
です。

元町の観音さん「千手観世音菩薩立像」ご開帳
市指定文化財の如意輪観音菩薩坐像とともに、ご本尊の千手観世音菩薩立像をご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、恒例の縁日盆踊り大会や火渡り神事などは自粛します。
日
時 ８月17日（月） 9：00～19:00
場
所 千手院賢明寺（久居元町2059番地）
問い合わせ 千手観音奉賛会 稲葉さん ☎090-3380-6750

イベント開催･施設公開中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の下記イベントの開催及び
施設の公開は中止となりました。

来年をお楽しみに！

久居花火大会
問い合わせ

久居花火大会実行委員会（久居総合支所地域振興課内）☎255-8851

久居まつり（本祭･ひさい版仮装大笑･グリーンフェスティバル）
問い合わせ

久居まつり実行委員会（久居総合支所地域振興課内）☎255-8846

同日開催「久居こどもまつり こどもみこし行列」の担ぎ手募集もありません。
（問い合わせ：久居こどもみこし世話人会代表 庄山さん ☎090-4198-8224）

ひさい榊原温泉マラソン
問い合わせ

ひさい榊原温泉マラソン大会実行委員会（久居総合支所地域振興課内）☎255-8803

久居中央スポーツ公園内プール
施設公開に向けて準備をしてきましたが、密集・密接を完全に避けてご利用いただくことが困難
なことから、子どもたちをはじめ利用者の健康と安全を第一に考え、公開を中止いたします。
問い合わせ

久居体育館 ☎255-6081
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