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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。
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インターハイ会場の久居体育館で行われた稲生・高田高校合同のなぎなた強化練習。ライバルと共に目指すは、高校生日本一！（6月９日）表紙
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幼稚園・認定こども園の園児を募集幼稚園・認定こども園の園児を募集

熱戦開催中！インターハイ熱戦開催中！インターハイ

津ぅＳＨＯＴ～ツーショット～津ぅＳＨＯＴ～ツーショット～

１号認定子ども

目指せ、

なぎなた日本一！
目指せ、

なぎなた日本一！



広報 つ！　平成30年８月１日号2

　７月26日に開幕した高校生最大のスポーツの祭典「全国高等学校総合体育大会（インター
ハイ）」。５競技の会場となっている津市でも、全国から集まったトップアスリートによる熱
戦が繰り広げられています。前号のハンドボール、女子バレーボールに続き、今号ではレスリ
ング、なぎなた、柔道の見どころを、インターハイ出場選手が紹介します。

国体・障害者スポーツ大会推進室   T229-3373     229-3247

熱戦開催中！熱戦開催中！インターハイインターハイ

 チナヒナ
久居中学校出身

の

優勝候補

世界で活躍する
先輩からの

応援メッセージ

WRESTLING
レスリング

見どころ
CHECK!

インターハイ

競技日程など、詳しくは広報
津７月16日号または大会
ホームページをチェック！

Ⓒインターハイ
マスコットキャラクター
ウイニンくん

妹・千菜さんの力強くしなやかな動きと、姉・緋
菜さんの体を大きく見せるダイナミックななぎなた
さばき。息の合った２人の演技競技は必見！

久居中学校３年生の時に全
国中学校体育大会で準優
勝。粘り強い柔道が得意！

山村 陸斗さん ( 名張高校 )山村 陸斗さん ( 名張高校 )

糸川 千菜さん・緋菜さん
( 稲生高校 )

糸川 千菜さん・緋菜さん
( 稲生高校 )

芸濃出身の双子選手

奥野 春菜 さん奥野 春菜 さん

ココも注目！

久居高校レスリング部
インターハイ

出場

水谷 祐佳さん水谷 祐佳さん

2017世界選手権で金メダルを獲得し
た奥野選手は、一志ジュニアレスリン
グ教室出身で、インターハイ３連覇。
同教室出身の後輩の活躍にも期待！

８月４日(土)～７日(火) 　　　　　メッセウイング・みえ　と き 会 場

　レスリングは３分間を１ピリオドと呼び、２ピリオド制で
行われます。フォール ( 相手の両肩をマットに１秒間つける
こと ) した選手が試合の勝者です。フォールがない場合は、
技によって定められたテクニカルポイントが与えられ、より
多くのポイントを獲得したほうが勝ちです。レスリングの見どころは、一対一で組み
合う緊張感や、素早い技や攻防の展開。会場のメッセウイング・みえではマットの
すぐ近くで観戦できるので、ダイナミックな技を間近で体感してほしいです。
　兄の背中を追いかけて始めたレスリング。インターハイで自分がどこまでやれる
のか、挑戦したいと思います。



NAGINATA

JUDO

一緒に
インターハイを
応援しようぜ！

柔 道

　なぎなたには、防具を付け剣道のように
定められた部位を打ち勝負を競う「試合競

技」と、防具を付けず２人１組で
定められた形を行い、技の正確さと美しさを競う「演技競技」
の２つがあります。210ｃｍ以上のなぎなたを自由自在に
繰り出す多彩な技とスピードは迫力があり、見る人を魅
了します。
　一瞬の間合いで勝敗が決まるのもなぎなたの面
白いところ。私たちは試合競技の団体戦に出場し
ますが、競技中は不思議なことに仲間の声だけが

聞こえて、個人戦よりも集中できるんです。このメン
バーで勝って、高田高校に優勝旗をもたらしたいです。

なぎなた

高田高校柔道部

久居農林高校をはじめ

県内６校の農業高校が育てた

草花が会場を装飾♪

見どころ
CHECK!

インターハイ

広報 つ！　平成30年８月１日号 3

津商業高校の応援団は、代々現役野球部員
で構成！力強いエールでインターハイ出場選
手を送り出し、大会を盛り上げます！

中尾 桜子さん中尾 桜子さん

津商業高校応援団津商業高校応援団

主将
和田 友香さん

主将
和田 友香さん

主将
齋藤 南帆さん

主将
齋藤 南帆さん 伊勢谷 晏未さん伊勢谷 晏未さん

長田 梨奈さん長田 梨奈さん 直田 李穂さん直田 李穂さん

高田高校なぎなた部
インターハイ

出場

インターハイ
出場

会場を彩る
花々で
おもてなし

８月５日(日)～７日(火)
久居体育館　

と き

会 場

８月８日(水)～12日(日) 　　　　　サオリーナ　と き 会 場

高校生と企業がコラボインターハイ限定商品
店舗で
販売♪

ぼーる棒 さつまいも味
パチパチ

トロピカル味

×
久居
農林高校
５１３

ベーカリー

×
津商業
高校
ミルク
パレット

８月４日

サオリーナに
登場♪

もうすぐ満開♪
もうすぐ満開♪

　畳の上で互いに組み合い、立ち姿勢から相手を投げる「投げ技」や、寝姿勢
で相手を抑えたり、締め技・関節技などの「固め技」で勝敗を競います。男子５人、
女子３人で争われる団体戦と、男女とも７階級で争われる個人戦があり、試合
時間の４分間で繰り広げられる迫力の攻防と豪快な投げ技が、見どころです。

特に「一本」で即勝敗が決まる「一本勝負」は、最
大の見せ場。相手を投げて一本が決まった時はスカッ
と爽快です。目標にして頑張ってきたインターハイで
は、今まで練習してきたことを全て出し切り、悔いの
残らない戦いがしたいです！
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居住地域
津

久　居

河　芸

芸　濃
美　里
安　濃
一　志

黒田地区居住者のみ黒田幼稚園
河芸地域内の幼稚園

通園できる範囲
津地域内の幼稚園
久居地域内の幼稚園
３歳児
４・５歳児
芸濃地域内の幼稚園
みさと幼稚園
安濃地域内の幼稚園
川合幼稚園

幼稚園・認定こども園の園児を募集

入園願書配布日　８月20日(月)～
配布場所　各幼稚園、教委学校教育課、各教育事務所
受付期間　９月３日(月)～14日(金)
受付場所　希望する幼稚園
※入園願書の配布・受け付けは、期間内の８時
30分～17時15分(土・日曜日を除く)　

通園できる幼稚園

問い合わせ　市立幼稚園

▲

教委学校教育課(　229-3391　　229-3257)、各幼稚園、教委各教育事務所
　　　　　　市立認定こども園

▲

子育て推進課(　229-3167　　229-3451)、各認定こども園
　　　　　　※一志こども園については高岡幼稚園(　・　293-1405)　
　　　　　　私立幼稚園・認定こども園、三重大学教育学部附属幼稚園

▲

各園

対　象
３歳児　平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ
４歳児　平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ
５歳児　平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ

　平成31年度の各幼稚園・認定こども園(１号認
定子ども※)の園児募集について、次のとおりお知
らせします。
　なお、認定こども園(２号認定子ども：３～５
歳保育認定、３号認定子ども：０～２歳保育認
定)については、保育所等への入所手続きと同
様、10月に行う予定です。
※３歳児以上で、教育標準時間(保育の必要のな
い)利用の認定を受けた就学前の子ども

市立幼稚園

１号認定子ども

南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
安東幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園
密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園
黒田幼稚園
豊津幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園
椋本幼稚園
明幼稚園
安西・雲林院幼稚園
みさと幼稚園
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
川合幼稚園

桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
藤方
高茶屋三丁目
納所町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町
久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町一色
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚
一志町八太

　228－8509
　232－4084
　227－0504
　228－2379
　227－0552
　234－2616
　226－4754
　232－5913
　230－0131
　232－1050
　255－2654
　256－6513
　255－5366
　252－0883
　255－3256
　252－1167
　255－7130
　245－4093
　245－4092
　245－4091
　245－4121
　265－4529
　265－2054
　265－4361
　279－2331
　268－2363
　268－2362
　268－2360
　293－6502

園　名 ところ 問い合わせ対象児地域

津

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

一志

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児
※高岡幼稚園は、平成30（2018）年度末で閉園し、平成31（2019）年度か
　ら一志こども園に移行します。
※椋本幼稚園、安西・雲林院幼稚園は、2020年度から認定こども園に
　移行する予定です。
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　226－0204
　292－2511

　293－1405（高岡幼稚園）

　264－0080

私立認定こども園（１号認定子ども）

市立認定こども園（１号認定子ども）
入園願書配布日　８月20日(月)～
配布場所　問い合わせ先の認定こども園・幼稚園、
子育て推進課、一志教育事務所

受付期間　９月３日(月)～14日(金)

受付場所　希望する認定こども園(一志こども園
は高岡幼稚園)
※入園願書の配布・受け付けは、期間内の８時
30分～17時15分(土・日曜日を除く)

私立幼稚園

入園願書配布期間　８月30日(木)～９月22日(土)
９時～17時(土・日曜日、祝日を除く。ただ
し、９月22日は可)

受付期間　10月１日(月)～12日(金) ※９時～12
時、13時～15時(土・日曜日、祝日を除く)

入園説明会　９月22日(土)
　10時～
●願書の提出方法など、詳
　しくは同園(観音寺町、
　227-1711)へお問い合わ
　せください。

三重大学教育学部附属幼稚園(３・４歳)

●募集開始日、入園願書の配布、提出方法などは
　各園で異なります。満３歳児クラスなど詳しく
　は各園へお問い合わせください。

●募集開始日、入園願書の配布、提出方法などは各園で
異なります。詳しくは各園へお問い合わせください。

対象児 園　名 ところ 問い合わせ
高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
大川幼稚園
ふたば幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園

藤認定こども園
認定こども園
こどもの杜ゆたか園
津カトリックこども園
ぼだいじこども園
認定子供園
清泉幼稚園
ルーテル二葉認定こども園
藤水保育園
風の子藤水保育園

（仮称）津こども園※

ＮＯＢＥＮＯこども園
風の丘藤水保育園
（仮称）認定こども園
すぎのこ保育園※

認定こども園
杜の街ゆたか園

認定こども園
みらいの森ゆたか園

（仮称）ゆたかこども園※

園　名地域 ところ 問い合わせ

津

久居

河芸

豊が丘二丁目
一身田上津部
田
西丸之内
南中央

南丸之内

南が丘一丁目
藤方
雲出島貫町

南河路

久居井戸山町
戸木町

久居中町

河芸町杜の街
一丁目

河芸町三行

河芸町中別保

　230－1280

　236－6100

　227－2512
　228－7473

　228－5341

　226－9945
　225－1501
　238－0355
　228－8897
（津幼稚園）
　269－5500
　253－7708
　255－5100
（すぎのこ保育園）

　244－1166

　244－1515

　245－1128
（ゆたか保育園）

３～５歳児

一身田町
丸之内
大谷町
白塚町
河辺町
久居二ノ町

　232－2251
　228－3637
　226－3131
　232－3228
　225－4638
　255－4316

通園できる認定こども園

幼稚園 認定こども園

利用者負担額(保育料)に
ついてはこちら

●希望者が定員を超えた場合、抽選を実施します。なお、幼稚園は該当
小学校区の居住者を、認定こども園の「津みどりの森こども園」は神
戸・修成・新町・櫛形・片田小学校区の居住者を、一志こども園は一
志西小学校区の居住者を優先します。抽選日などについては、８月
20日(月)から配布する案内をご覧ください。

●募集締め切り後、３歳児保育実施園で定員に余裕がある場合、12月
ごろに二次募集を実施する予定です。この場合は、居住地域外からも
入園を申し込むことができます。詳しくは、お問い合わせください。

市立幼稚園と市立認定こども園(１号認定子ども)について 保育料軽減のお知らせ
　今年４月から国の基準変更
に伴い、１号認定子どもの一
部に対して保育料の軽減措置
の拡充を行いました。

居住地域
津

香良洲

一　志

白山・美杉

津みどりの森こども園
香良洲浜っ子幼児園

一志こども園

白山こども園

神戸
香良洲町

一志町高野

白山町南出

３歳児：40人　４・５歳児：若干名
３歳児：30人　４・５歳児：若干名

３歳児：30人　４・５歳児：若干名

３歳児：40人　４・５歳児：若干名

園　名 ところ 募集定員 問い合わせ

※平成31年度開園予定

（平成31年度開園）
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　津市森林セラピー基地®とレッドヒルヒーサー
の森との連携イベント。レッドヒルヒーサーの森
とは、赤塚植物園が管理する約13万㎡の広大な
里山庭園です。植物のプロが育てた森を歩きなが
ら、森林セラピス卜ならではの自然の楽しみ方を
こ紹介します。
コース(各コースに午前・午後の部あり)
ウェルネスウオーキング
　健康増進や生活習慣病予防などを意識したノル
ディックウオーキングです。心拍数を測りなが
ら、自分のぺースで歩くことができます。適度な
運動で汗を流しましよう。
ネイチャーゲーム
　自然の中で遊ぶネイチヤーゲームや自然観察な
ど、大人だけでなく子どもも楽しめるコースで
す。花や緑に癒やされながら森を散策しません
か？

費　用　2,000円(中高生1,500円、小学生以下
1,000円)　※ランチ「森のプレート」(1,000円
～)は別途要予約
定　員　各15人
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
募集期間　８月20日(月)～９月14日(金)

レッドヒルヒーサーの森

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272-8082　　272-1119

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255-8846　　255-0960

問い合わせ　スポーツ振興課　　229-3254　　229-3247

森林セラピストと歩くレッドヒルヒーサーの森

津市スポーツ教室のご案内

ひさい版仮装大笑2018 出場者募集

9 29 午前の部…10:00~12:00、午後の部…13:00~15:00
レッドヒルヒーサーの森(高野尾町)土

1
TSU NEWS

2
TSU NEWS

3
TSU NEWS

※集合はいずれも開始時間の30分前

ところ　サオリーナ屋内プール
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
申し込み　スポーツ振興課または各総合支所地域
振興課、久居体育館、津市スポーツ協会にある所
定の用紙に必要事項を記入し、直接窓口または
ファクスで提出
締め切り　８月17日(金)

　毎年恒例のひさい版仮装大笑に出場してみませんか。
と　き　11月４日(日)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
定　員　15組程度(書類審査あり)
申し込み　９月28日(金)までに久居総合支所地域振興
課ヘ

5,500円
（保険料
含む）

健康水泳
秋のコース

種　目 費　用定員（抽選）とき（全８回）

アクア
フィットネス

10月４日～11月22日の
毎週木曜日①９時30分
～11時 ②11時30分～13
時
10月５日～11月30日の
毎週金曜日①10時～11
時 ②11時～12時　※11
月23日（金・祝）は休講

各45人
（初めての
人優先）

各30人
（初めての
人優先）

3,500円
（保険料
含む）
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問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3344
気軽にチャレンジ！文芸入門講座

問い合わせ　中央公民館　　228-2618　　229-5150
ママと赤ちゃんのふれあい教室に参加しませんか？

問い合わせ　橋北公民館　　227-1738　　222-2526
押し花でボールペン&フレームを作ろう

地域力創造セミナー

あなただけのオリジナル！

4
TSU NEWS

5
TSU NEWS

創作の楽しさを発見しませんか

定　員　先着各30人
申し込み　電話で文化振
　興課へ
申込期間　８月７日(火)
　～27日(月)

　ホホバオイルを使ったスキンシップなどを通
し、ママと赤ちゃんの絆を強めるとともに仲間づ
くりをしませんか。
と　き　９月３日(月)・17日(月・祝)、10月１日
(月)・15日(月)・29日(月)10時～11時(全５回)

ところ　中央公民館和室
講　師　櫻井友美さん(メディカルアロマセラピ
スト)

対　象　開講時にワクチン予防接種済みのおおむ
ね３～６カ月の赤ちゃんと母親
定　員　抽選７組
申し込み　往復はがきで講座名、住所、氏名、年
齢、赤ちゃんの月齢、電話番号を中央公民館
(〒514-0027 大門7-15 津センターパレス２
階)へ
締め切り　８月17日(金)必着

　「津市民文化」津文芸広場各部門の選者による入門講座を開催します。小説の執筆などを今か
ら始めてみようと思う人には絶好の機会です。テキストとして「津市民文化第12号」(500円)を
使用し、当日会場でも販売します。

「津市民文化」第12号

6
TSU NEWS

講座名 とき（９月） 講　師ところ

川柳

俳句

短歌

詩

阪本きりりさん

山﨑満世さん

中川左和子さん

北川朱実さん

５日㈬
10時～12時

市本庁舎８階
大会議室Ｂ
市本庁舎８階
大会議室Ｂ
中央公民館２階
会議室
中央公民館２階
会議室

津リージョンプラザ
２階
第２会議室

５日㈬
13時30分～15時30分

藤田明さん
松嶋節さん

エッセイ・
小説

12日㈬
10時～12時
12日㈬
13時30分～15時30分

14日㈮
14時～15時30分

　押し花や写し染めの手法を学び、色彩豊かなあなただけの作品を作りませんか？
と　き　８月19日・26日いずれも日曜日９時30分～11時30分(全２回)
ところ　橋北公民館実習室(アスト津５階)　
対　象　市内に在住・在学の人、ペアで２日とも参加できる人
定　員　抽選15組30人
費　用　１組3,400円(受講料・材料費)　※８月19日に集めます
持ち物　はさみ、カッター、スティックのり、ピンセット、新聞紙、筆記用具
申し込み　直接窓口または電話で橋北公民館へ
締め切り　８月８日(水)



○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○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

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

広報 つ！　平成30年８月１日号8

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

津市国民健康保険加入中の
40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

こども支援課
　229－3155　　229－3334

一人親家庭などが対象
児童扶養手当の現況届

都市政策課
　229－3290　　229－3336

まちに緑を増やしませんか？

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の固定資産税を減額
津北工事事務所
　253－2272　　253－2273

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

市民交流課
　229－3252　　227－8070

忘れずに受けましょう
はかりの定期検査お知らせ

とき（８月） ところ
21日㈫
10時～12時 市河芸庁舎

市芸濃庁舎

市美里庁舎

市安濃庁舎

白塚市民センター

22日㈬
10時～12時
23日㈭
10時～12時
24日㈮
10時～12時
28日㈫
10時～12時
29日㈬
13時～14時
30日㈭
10時～12時

市本庁舎南別棟
津市計量検査所

　対象者には受診券を順次送付
しています。健康診査の内容など
詳しくは、同封の案内または広報
津６月16日号と同時期に配布の
「平成30年度がん検診と健康診査
のご案内」をご覧ください。また電
話や訪問で受診を呼び掛けていま
すので、ご理解をお願いします。
受診方法　県内の協力医療機関
での個別健診または市内で行
う集団健診のいずれかを選択

健診期間　個別健診…７～11月、
集団健診…８～12月(12月は
施設健診のみ)

費　用　500円(平成29年度
市・県民税非課税世帯は無料)

※昭和18年９月１日～12月20
日生まれで特定健診対象の人
は、後期高齢者医療保険の切
り替え時期と重なるため、75
歳の誕生日前日までに受診し
ていただく必要があります。

※特定健康診査を受診後、一定
の基準に当てはまる人には、
生活習慣を改善するための支
援が受けられる特定保健指導
の案内を送付します。

　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
ける必要があります。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、必ず
受付期間内に提出してください。
申し込み　こども支援課または各
総合支所市民福祉課(福祉課)へ

締め切り　８月31日(金)

　はかりは、使用している間に
精度に誤差が生じる場合があり
ます。このため、商店や工場、
病院などで取り引きや証明に使
用するはかりは、２年に１度の
定期検査を受けることが計量法
で定められています。これらのは
かりを持っている場合は、必ず
定期検査か計量士による代検査
を受けてください。今年度に津
市が行う定期検査は表のとおり
です。(家庭用のはかりは対象外)

※警報発令など荒天時は中止す
る場合があります。
対象地域　津地域(北立誠・南立
誠・敬和・養正・新町・白塚・栗真・
一身田・安東・櫛形・片田・神戸・
大里・高野尾)、河芸地域、芸濃
地域、美里地域、安濃地域

　住宅の建設を促進するため、
次の要件を満たす場合に、一定
期間固定資産税を減額します。
減額要件　居住部分が２分の１
以上の住宅で、居住部分の床
面積が50㎡(一戸建て以外の
貸家住宅は一区画の面積が40
㎡)以上280㎡以下の新築家屋
減額税額　居住部分１戸当たり

120㎡までの部分の固定資産
税額を２分の１に減額
減額期間　一般の住宅…新築し
た年の翌年度から３年度分(３
階建て以上の中高層耐火住宅
などは新築した年の翌年度か
ら５年度分)　認定長期優良住
宅…新築した年の翌年度から
５年度分(３階建て以上の中高
層耐火住宅などは新築した年
の翌年度から７年度分)

　公園などの公共公益施設で緑
化活動を行う団体に、花苗など
を支給します。
対象になる団体　自治会、ボラ
ンティア団体など
対象になる場所　公園、道路な
ど市民の誰もが利用できる公
共公益施設で、管理者の承諾
を受けている場所
支給内容　花苗、花木、種子など
支給時期　９月～来年３月
申し込み　都市政策課または各
総合支所地域振興課にある申
請書に必要事項を記入し提出
　※申請書は津市ホームページ
からもダウンロード可
締め切り　８月31日(金)

　国土交通省では、道路の役割
や重要性を認識してもらうため
に、８月10日を道の日、８月を
道路ふれあい月間としています。
この機会に、道路の安全・快適
な利用を心掛けましょう。また、
市道に穴が開いているなど危険
な状態を発見したときは、連絡
してください。



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

広報 つ！　平成30年８月１日号 9

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会

建築指導課
　229－3187　　229－3336

美杉総合支所
木造住宅の耐震相談会

介護保険課
　229－3149　　229－3334

津市介護保険事業等
検討委員会委員

人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

消防救急課
　254－1600　　254－1607

上級救命講習

環境保全課
　229－3259　　229－3354

川や水路で異常を発見したら
すぐに連絡を

消防団統括室
　254－1602　　256－7755

住宅用火災警報器の設置

予防課
　254－0356　　256－7755

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

STeP upスクールin津
ステップ アップ

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

中学生のメッセージ2018
～第40回少年の主張三重県大会～

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

平成30年度津市白山市民会館
人権啓発講演会

イベント

募　　集

　「川に油が流れている」「魚の死
骸が浮いている」など、川や水
路で異常を発見したら、環境保
全課または三重河川国道事務所
(　229-2218)へ連絡してくだ
さい。きれいな川と私たちの暮
らしを守るため、迅速な通報を
お願いします。　

　住宅用火災警報器は、寝室な
どへの設置が義務付けられてい
ます。火災による逃げ遅れから
身を守るために、必ず設置し、
適切に維持管理をしましょう。
高齢者世帯などで取り付けが困
難な人は、警報器を準備し、自
治会長を通じてご相談ください。

　プロボウラーの山本勲さんや福
丸哲平さんによる小中学生への実
技指導などが間近で見学できます。
と　き　８月19日(日)９時20分
～16時30分
ところ　津グランドボウル(垂水)

　友達との関わりやメディアで報
道されている出来事、未来への
希望などをテーマに、県内の中学
校から作文を募集しました。そ
の中から選出された14人による
発表や最終審査会を開催します。
と　き　８月26日(日)13時～16
時10分(12時30分開場)

ところ　津リージョンプラザお
城ホール

と　き　９月１日(土)19時30分
　～(19時開場）
ところ　白山市民会館２階大会
　議室
内　容　久本絢愛さん(ＮＰＯ法
人くらしネット21)による講演
「本当の私。」　※手話通訳、託
児あり

　人権意識を高めるため、標語
を募集します。入選者は、来年
１月19日(土)開催の津市人権講
演会で表彰します。なお、入選
作品は人権啓発に活用します。
応募方法　はがき、またはファ
クス、Ｅメールで郵便番号、
住所、氏名、電話番号、人権
標語を、人権課(〒514-8611 
住所不要、　229-3165@
　city.tsu.lg.jp)へ　※Ｅメール
の件名は「人権標語」として
ください。
締め切り　９月28日(金)必着
※入選者のみ11月30日(金)まで
に入選結果を連絡します。

　いざというときに備えて、応
急手当を覚えましょう。
と　き　９月30日(日)９時～18
時
ところ　中消防署安濃分署
内　容　人工呼吸・胸骨圧迫(心
臓マッサージ)・ＡＥＤ・止血
法・傷病者管理法・副子固定
法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で消防救急課へ
申込期間　８月20日(月)～31日
　(金)

　ボランティアグループ「福寿
草」との交流会です。
と　き　８月29日(水)10時～
ところ　一志児童館
内　容　こけ玉づくり
対　象　市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　８月６日(月)～28日(火)

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　８月22日(水)10時～15時
ところ　市美杉庁舎１階ホール
申し込み　電話で建築指導課へ

　津市介護保険事業等検討委員
会は、高齢者福祉計画・介護保
険事業計画の推進を図り、計画
に関する事業を円滑に行うこと
を目的としています。
対　象　市内に在住の40歳以上
で、年数回、平日昼間に開催
する会議に出席できる人
募集人数　40歳以上65歳未満の
男女各抽選１人、65歳以上の
男女各抽選１人
任　期　2018(平成30)年10月１
日～2021年９月30日(３年間)
応募方法　介護保険課または各総
合支所市民福祉課(市民課)にあ
る応募用紙に必要事項を記入し、
直接窓口または郵送で介護保険
課(〒514-8611 住所不要)へ
　※応募用紙は津市ホームペー
ジからもダウンロード可
締め切り　８月31日(金)必着



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込用紙

に必要事項を記入し、直接窓口また
は郵送、ファクスで同協会(〒514-
0056 北河路町19-1 メッセウイ
ング・みえ１階、Ｆ273－5588)へ

※費用など詳しくは、同協会にお
問い合わせいただくか、同協会
ホームページをご覧ください。
　同協会(Ｔ273－5522)
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イベントお知らせ

治療と職業生活の両立支援│

治療と仕事の両立支援
　疾病を抱えながら働いている
人は労働力人口の約３人に１人
に上り、がんの場合、約34％の
人が治療のため離職している状
況です。三重労働局では適切な
治療を受けながら、働き続ける
ための相談窓口を開設していま
す。詳しくは同局ホームページ

をご覧ください。
　同局労働基準部(　226－2107)

第23回ビーチバレーin御殿場2018
　熱気あふれる試合や、無料で
参加できるアトラクションをお
楽しみください。　※出場チーム
の募集は終了しています。
　８月19日(日)９時～18時　　
御殿場海岸(藤方)
　ビーチバレーin御殿場実行委員
会(観光振興課内、　229－3234)

サンクスフェスタin道の駅美杉
　美杉地域の特産品を一堂に集
めた年に一度の大感謝祭です。
　８月26日(日)10時～14時　
※少雨決行、荒天中止　　道の駅
美杉　　卵つかみ、抽選会など
　美杉地域産物加工販売施設運
営協議会(美杉総合支所地域振興
課内、　272－8085)

■津市民体育大会

■津市民スポーツ教室

種　目

種　目

と　き

と　き

ところ

ところ

対　象

対　象

定　員

定　員

申込期間

申込期間

サッカー（シニア40の部）
弓道
ソフトテニス
（中学生女子の部）
バレーボール（一般女子の部）
スポーツ吹矢
ゲートボール
空手道

９月16日㈰
９月17日（月・祝）

９月17日（月・祝）

９月17日（月・祝）
９月22日㈯
９月29日㈯
11月11日㈰

サッカー ９月１日㈯10：00～12：00

海浜公園内陸上競技場
三重武道館弓道場
古道公園内テニスコート
橋南中学校テニスコート
サオリーナメインアリーナ
サオリーナサブアリーナ
安濃中央総合公園内ゲートボール場
安濃中央総合公園内体育館

35歳以上
中学生以上

中学１・２年生

18歳以上（高校生不可）
日本スポーツ吹矢協会加盟者
小学生以上
４歳以上

６チーム
なし

40チーム

20チーム
70人

18チーム
100人

100人

８月13日㈪～31日㈮

８月31日㈮まで

小学６年生海浜公園内陸上競技場

10月１日㈪まで

８月13日㈪～24日㈮

■健康づくり運動教室
種　目 と　き ところ 対　象 定　員 締め切り 費　用

やさしいエアロビック＆
ピラティス（後期）
ストレッチポール＆姿勢
改善（後期）

キッズチアダンス・ジュ
ニアチアダンス（後期）

大人のためのバレトン
（後期）

正しいストレッチとヨガ
（後期）

ストレッチとスローエア
ロビック（後期）

10月３日～来年３月20日の水曜日
10：00～11：15（月２回、全12回）

10月22日～来年３月11日の月曜日
10：45～11：45（月２回程度、全12回）

10月９日～来年２月26日の毎週火曜日
９：10～10：20（全20回） ※１月１日は除く

10月10日～来年２月27日の毎週水曜日
20：15～21：15（全20回） ※１月２日は除く

10月15日～来年２月25日の毎週月曜日
13：15～14：30（全15回） ※10月29日、12月24日・
31日、１月14日、２月11日を除く

10月９日～来年２月26日の毎週火曜日（全20回）
16：15～17：00（キッズ）、17：05～17：50（ジュニ
ア） ※１月１日は除く

抽選
50人 7,000円

１万2,000円

各１万2,000円
※別途ポンポン代
（1,500円程度）必要

１万2,000円

9,000円

6,000円

抽選
30人

抽選
各20人

抽選
30人

抽選
50人

抽選
50人

高校生以上

高校生以上

高校生以上

高校生以上

高校生以上

三重武道館柔剣道
場
三重武道館柔剣道
場

サオリーナフィッ
トネススタジオ

キッズ（４～６歳）
ジュニア（小学生）

サオリーナフィッ
トネススタジオ

三重武道館柔剣道
場

三重武道館柔剣道
場

８月17日㈮まで

８月17日㈮まで

８月17日㈮まで

８月17日㈮まで

８月17日㈮まで

８月17日㈮まで

■ふれあいスポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定　員 締め切り 費　用

キッズコンディショニン
グ
ジュニアコンディショニ
ング（前半）
ジュニアコンディショニ
ング（後半）

10月４日～11月22日の毎週木曜日
15：30～16：30（全８回）
10月４日～11月22日の毎週木曜日
16：45～17：45（全８回）
10月４日～11月22日の毎週木曜日
18：00～19：00（全８回）

抽選
各20人 各4,000円

４歳～未就学児

小学１～３年生

小学４～６年生

久居体育館

久居体育館

久居体育館

８月17日㈮まで
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募　　集

福田洋子さん（同短期
大学准教授）による講
座「家庭介護のワンポ
イント」

９月４日～10月23日の
毎週火・金曜日18時30
分～20時30分
※託児あり

１日㈯
13時30分～
15時

２日㈰
13時30分～
16時30分

とき（９月） 内　容

鷲尾敦さん（同短期大
学教授）による講座
「Ｗｉｘを使ったホー
ムページ制作」

平日昼
全８回

平日夜
全15回

コース と　き
９月４日～10月23日の
毎週火曜日10時～15時
※１時間の昼休憩あり

川合ふえすた~夏祭り&盆踊り~
　８月19日(目)16時～20時　
　コミュニティプラザ川合(川合公
民館)　　ヨーヨー・スーパーボー
ルすくい、食べ物の出屈など
　コミュニティプラザ川合(　
293－3711 )

美杉なあなあまつり
　８月５日(日)10時～16時　※雨
天決行、荒天中止　　美杉木材
市場(美杉町八知)　　WOOD
JOB！で使われた御神木の引っ
張り体験、木工体験、魚つか
み、物産展など　※ＪＲ伊勢八
知駅・伊勢奥津駅周辺にて関連
イベン卜あり
　WOOD JOB！神去村青年団事
務局担当(　090－8388－3164)

三重県工業高校生フェア
　８月26日(日)10時～14時　
　津工業高校(半田)　　ショベ
ル力ー乗車体験、電動ミ二Ｓ
Ｌ、電子サイコロづくり、鉄道
模型の展示など
　同校担当(　226－1285)

8.15津・平和の鐘
　戦没者の追悼と平和を祈念し、
市内の寺社などで鐘を鳴らしま
せんか。
　８月15日(水)12時～12時30分
　子午の鐘(久居
幸町)ほか
　津がつながる
津ぅりずむ(　
265－2590)

車いすツインバスケットボール体験
　大小２つのゴールを使用する
車いすバスケットボールです。
　８月26日(日)①10時～12時
②13時30分～15時30分　　芸
濃総合文化センター内アリーナ
　シュート対決、ドリブルでタイ
ムアタック、ミ二ゲーム　※運
動のできる服装で体育館シュー
ズ、飲み物を持参　　小学生以上
　三重フロンティアズ(　222－
5225)

夏休みの自由研究を応援
「昔のくらし久居のようす」展
　８月15日(水)～20日(月)10時
～16時　※15日は11時～　　
久居ふるさと文学館２階　　昔
の道具や写真の展示、久居の歴
史に関する紙芝居
　久居城下案内人の会担当(　
080－1556－4559)

2018ボリショイサーカス津公演
(全８公演)
　８月24日(金)①11時～②14時
～25日(土)・26日(日)いずれも①
10時30分～ ②13時30分~ ③
16時30分～　　メッセウイング・み
え　　4,900円(前売り4,400円)
　同公演事務局(　221－3883)

音声訳入門講座(全7回)
　９月５日～10月17日の毎週
水曜日13時30分～15時30分　
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会　　受講後「広報
津」などの録音ボランティアに参
加できる人　　　20人　　864
円(テキス卜代)

　８月８日(水)～22日(水)に津市
社会福祉協議会(　246－1165)へ

高田短期大学公開講座

　同短期大学(一身田豊野)　 高
校生以上　　　各30人
　８月17日(金)までに往復はがき
で講座名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を高田短期大学公開
講座係(〒514-0115 一身田豊野
195)へ　※同短期大学ホーム
ページからも申し込みできます。
　同短期大学(　232－2310)

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン講習(Excel)

　工クセルの基礎、日商PC
(データ活用)検定受験(任意)、履
歴書の書き方、模擬面接　　県
内に在住のひとり親家庭の親ま
たはその子ども(独身の30歳ま
で)　　　各10人
　８月８日(水)～24日(金)に所
定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送、ファク
ス、Eメールで三重県母子・父子
福祉センター(〒514-0003 桜
橋二丁目131 県社会福祉会館４
階、　228-6301、　boshikafu
@za.ztv.ne.jp)へ
※申込用紙は同センターのホー
ムぺージからダウンロードする
か、電話で同センタ一(　228－
6298)ヘ請求してください。
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種　目 とき（９月）

弓　道

柔　道

剣　道

居合道

太極拳

なぎなた

空手道

４日㈫・６日㈭
13時～15時
４日㈫・８日㈯
18時30分～20時30分
４日㈫・６日㈭
18時45分～20時45分
４日㈫・８日㈯
18時45分～20時45分
５日㈬
19時～20時30分

６日㈭
19時～20時30分
８日㈯
13時30分～15時
７日㈮
19時～21時
８日㈯
15時～17時

６日㈭
①13時15分～14時45分
②15時～16時30分

募　　集
Kids Jazz コンサート
～みんなと音でつながろう～
　子どもたちが童謡や即興音楽
を楽しめる、バリアフリーに配
慮したコンサートです。
　８月31日(金)13時～15時(12
時30分開場)　　県文化会館小
ホール(県総合文化センター内)
　200人　　2,000円(当日2,500
円)　※小学生以下、障害者手帳
を持っている人は無料
　８月25日(土)までにＥメール
でKids Jazz(　kidsjazz100@
yahoo.co.jp)へ
　同担当(　050－3704－2835)

潜在看護職員復職研修
　９月10日(月)～14日(金)　　
看護研修会館(観音寺町)、三重
大学医学部附属病院(江戸橋二丁
目)　　講義、演習、病院実習、
就業相談　　看護職に再就業を
希望する人　　10人　
　８月14日(火)までに電話で三重
県看護協会三重県ナースセンター
(　222－0466)へ　※三重県看
護協会ホームページからも申し
込みできます。

星と語ろう
　９月１日(土)19時15分～21時
　津市青少年野外活動センター(神
戸)　　火星・木星・土星・夏の星座
の観察(悪天候の場合は天文工作)
　市内に在住の小学生と保護者　
　　15組　　１組600円(３人ま
で、１人増えるごとに300円追加)
　８月７日(火)～27日(月)８時
30分～17時に直接窓口または電
話で同センター(　228－4025)へ
※窓口優先

太極拳教室受講生
　健康のために太極拳を始めま
せんか。無料体験もあります。
　９月～来年２月の毎週木曜日
19時～21時　　津センターパレ
ス地下１階　　６カ月9,000円
　８月20日(月)までに電話または
ファクスで、住所、氏名、電話番号
を日本武術太極拳連盟 和楽太極
拳愛好会(　・　228－5112)へ

津民芸保存会正会員
　津市指定無形民俗文化財であ
る八幡獅子舞や入江和歌囃子の
保存・伝承活動を共に行いませ
んか。津まつりをはじめ各地の
イベントやまつりに参加してい
ます。 ※練習日など詳しくはお
問い合わせください。
　20歳以上　
　同会事務局(　090－9145－
2001)へ

環境基礎講座受講者
　環境の基礎知識を学び、地域で
活動する人やボランティア団体の
リーダーを養成する講座です。
　９月～来年１月の第２土曜日
９時30分～12時(全５回)　　環
境学習センター(津市リサイクル
センター２階)　　市内に在住・
在勤・在学の人　　　30人　
　８月20日(月)までに電話または
Ｅメールで新雲出川物語推進委員
会担当(　090-8737-4353、　
shinkumo2008@kumozugawa.net)へ

夏休み親子ゴルフ体験会
　８月26日(日)12時～17時　　
スポーツプラザマツダ(庄田町)、
伊勢中川ＣＣ(一志町井生)　　

打ちっ放しと３ホールのラウン
ド体験　　小学生とゴルフ経験
がある保護者　　　12組(24人)
　８月６日(月)～24日(金)に直
接スポーツプラザマツダへ 
　同会実行委員会担当(　256－
5321)

三重武道館武道教室体験会

　三重武道館　　小学１年生以
上(弓道は中学１年生以上)
　８月13日(月)～27日(月)に直接
窓口または電話、ファクスで氏名、
年齢、電話番号、参加種目を三重
県武道振興会(津市産業・スポーツ
センター内、　229－2100、　
229－2123)へ　※日曜日を除く

夏休み子ども料理教室(カフェ)
　８月30日(木)10時～13時30分
　中央保健センター栄養指導室
　焼きそばパン、パフェ　　市内
に在住の小学３年生～中学生　
　　16人　　1,700円(材料費を
含む)
　８月７日(火)９時からＥメール
でマザーズエイド(　mothersaid
mie@gmail.com)へ　※マザー
ズエイドホームページからも申
し込みできます。
　マザーズエイド担当(　090－
1414－4789)

津民芸保存会│

い り え わ か ば や し
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中部国際空港へは
高速船で！
セントレアまで45分！

　中部国際空港(セントレア)へ
は、津なぎさまちから高速船を
利用すると45分で行くことがで
きます。ぜひ早くて便利な高速
船をご利用ください。

津なぎさまち

健　　康

無料相談

おわび　広報津６月１日号12ページに
掲載しました「情報公開制度・個人
情報保護制度の実施状況」の情報公
開処理状況に誤りがありました。正
しくは「開示710件、部分開示1,632
件、不開示24件、取下げ31件」で
す。おわびして訂正します。

内　容 講　師

講演①膠原病っ
てどんな病気？

中島亜矢子さん（三重大学
医学部附属病院リウマチ・
膠原病センター教授)

講演②関節リウ
マチ治療はこん
なに進んだ

山中寿さん（東京女子医科
大学病院膠原病リウマチ
痛風センター教授）

Ｑ＆Ａコーナー
石川英二さん・渡部幸司さ
ん・若林弘樹さん（三重大
学医学部附属病院医師）

内　容 講　師

講演①大腸がん
の予防と診断法

渡邉典子さん（三重中央医
療センター内視鏡センター
診療部長）

講演②大腸がん
の治療法

横井一さん（同センターが
ん診療部長）

まとめ
Ｑ＆Ａコーナー

谷川寛自さん（同センター
外科系診療部長）

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　８月29日(水)10時～12時　
　高田短期大学(一身田豊野)　
　子育て中の母親(１人目の子ど
もが未就学児であること)　　　
10人　　500円(軽食代を含む)
※託児無料
　８月８日(水)から同短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日、13～16日を除く

市民公開講座「リウマチ、膠原
病って　どんな病気？」
　９月17日(月・祝)13時30分～
15時30分(受け付けは13時～)
　県文化会館小ホール(県総合文
化センター内)　

　　250人
　８月７日(火)～31日(金)にはが
きで住所、氏名、電話番号、人
数を三重大学医学部附属病院リ
ウマチ・膠原病センター(〒514-
8507 江戸橋二丁目174)へ
　同センター(　231－5015)
※平日10時～16時

薬を知る講座
　８月19日(日)10時～12時　
　津リージョンプラザ２階第２
会議室　　「漢方薬の話 東洋医
療と漢方薬」をテーマに薬剤師に
よる薬の効能の解説・相談
　津薬剤師会(　255－4387)

転倒予防教室
　８月23日(木)①10時～11時
②11時15分～12時15分　※①
②は同内容　　津センターパレ
ス地下１階市民オープンステー
ジ　　講話「介護保険制度につい
て」と転倒予防体操　　市内に在
住の65歳以上　　各60人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)へ

市民公開講座「もっと知ろう大
腸がんのことを」
　９月15日(土)13時30分～16時
30分(受け付けは12時30分～)
　アスト津４階アストホール

　
　　250人
　同センター(　259－1211)

弁護士による法律相談
　８月27日(月)10時～12時、
13時～15時　　市本庁舎３階相
談室　　市内に在住の女性　　
　８人(予約優先、相談時間は１
人30分以内)
　８月22日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ

登記相談(要予約)
　毎月第２・４火曜日13時～16
時　　三重県土地家屋調査士会
館(河辺町)　　不動産(土地・建
物)の調査、測量、表示登記、境
界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

行政書士による専門相談
　毎月第１金曜日13時～16時

(祝･休日、年末年始を除く)　※12
時から整理券(　　９人)を配布
　津センターパレス３階　　行
政への申請、提出書類の作成など
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　
　みえ犯罪被害者総合支援セン
ター(栄町一丁目)　　犯罪の被
害に遭った人や家族の相談　※電
話相談や法律相談(予約制)など
もあります。
　同センター(　221－7830)

三重県司法書士会常設相談会
(面談は要予約)
　毎月第１・２・３水曜日13時
30分～16時30分、毎月第４水
曜日17時～20時(祝・休日、年
末年始を除く)　　三重県司法書
士会館(丸之内養正町)　　登記、
相続、裁判手続き、多重債務、
後見制度など　※電話相談(　
273－6300)も面談と同じ時間帯
に行います。
　毎週月～金曜日９時～17時に
同司法書士会(　221－5553)へ

こうげん
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イ～モのできますように！
5月24日　川合文化会館

榊原温泉田んぼアート2018
６月10日　榊原町地内

身を守るための避難訓練を実施
６月17日　雲林院福祉会館

好球必打！フルスイング！
６月10日　河芸第２グラウンド

　一志町のかわいっ子クラブの皆さんが、サツマイモ
と落花生の苗を植えました。大きく育つよう願いを込
めながら、秋の収穫を楽しみにしていました。 

　土砂災害を想定した避難訓練が行われ、芸濃地域
の住民55人が参加しました。地域ぐるみの実践的な
訓練を行うことで防災意識の向上を図りました。

　約150人の参加者が６色の稲の苗を植えました。８
月中旬ごろまで、田んぼに「まつり」をテーマにした
絵が出現します。

　６チーム82人が参加し、かわげスポーツクラブソ
フトボール大会が行われました。各試合とも１球１
球に大きな歓声が上がり、熱戦を繰り広げました。

ふれあいのかおり2018
６月３日 　香良洲公園ほか

　晴天にも恵まれ、津市内外から約4,400人が訪
れ、海岸清掃や潮干狩り、ステージショー、お楽し
み抽選会などでにぎわいました。



広報 つ！　平成30年８月１日号 15

みすぎんの森を守ろう！
６月17日 　美杉町八知

災害への備えを万全に
６月３日　大三小学校運動場

ヤマツツジを植えました
６月24日　津市リサイクルセンター内自然公園

楽しいプール開き
６月27日 　安濃幼稚園

　環境月間を記念し植樹が行われました。参加し
たボーイスカウト・ガールスカウトの皆さんは思い
思いにヤマツツジの苗木を植樹し、自然に触れ合
うことで、自然環境の大切さを感じました。

　３～５歳の園児54人が、待ちに待ってい
たプール開き。冷たい水も何のその、子ども
たちは大はしゃぎでした。

　大洞山石畳を通って大洞山雄岳と雌岳へ登山をし
ながらコースの清掃活動を行いました。参加者67人
は額に汗をかきつつ頂上を目指しました。

　津市自主防災協議会白山支部の防災訓練に約200
人が参加しました。消火器を使った初期消火訓練や
ＡＥＤを使った心肺蘇生訓練などを行いました。

年に１度の真剣勝負！
６月17日 　美里ゲートボール場

　毎年恒例の美里地区体育振興会主催ゲートボール
大会が開催され３チーム30人が参加。チーム同士の
交流も深まり、お互いの健闘をたたえあいました。
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津市長コラムテレビ版市長コラムでは、前葉市長がこのテーマについて語ります

高校生トップアスリートたちが集結します
～インターハイ開催中～
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全国市長会副会長として内閣官房
長官を訪問…６月６日

　全国市長会副会長に就任。菅義偉内
閣官房長官を訪問し、幼児教育無償化
の実施に向け自治体で十分な準備体
制がとれるよう要請しました。

自民党学校耐震化・施設整備等促進議員連
盟勉強会、公明党文部科学部会…６月21日
　全国公立学校施設整備期成会の会
長として小中学校の大規模改修の国
の予算が大幅に不足していることを
説明し、補助金の確保を要望しました。

スポーツ振興等に関する包括連携
協定調印式…６月26日

　津市出身選手も多く在籍するヴィ
アティン三重バレーボールチームと
連携。11月にはサオリーナでホーム
ゲーム開幕戦が開催される予定です。

　高校生のトップアスリートが一堂に会するイン
ターハイ(全国高等学校総合体育大会)が、今年は
東海ブロックで開催されます。三重県で行われる
のは全30競技中14競技。県内最多の５競技の会場
となっている津市には、全国からおよそ5,800人
の選手･監督が集います。
　総合開会式に先立ち、７月27日からハンドボー
ルがサオリーナ･安濃中央総合公園内体育館･津高
校体育館で始まっています。北勢で盛んなこの競
技に出場する四日市工業高校(男子)は実に11年連
続、通算57回目の古豪。四日市商業高校(女子)は
４年連続出場の強豪校。両校はともに三重県の中
学生ハンドボール選手たちの憧れの学校です。
　８月１日はハンドボールの決勝。翌２日から
は、女子バレーボールがサオリーナと芸濃中学校
体育館で始まります。２年連続16回目の出場とな
る津商業高校に期待が高まります。
　サオリーナは８月８日から柔道競技会場へと早
替わりします。６月に、津市在住･在学の６名の選
手たちが市役所を訪れ意気込みを聞かせてくれま
した。東海総体で優勝した久居中出身の山村陸斗
選手(名張高３年)たち４名からは、久居柔道教室
に通う小学生時代にも全国大会の出場報告を受け
ています。再会した選手たちは「今年は全員が日
本一を狙える」との監督の言葉通り、頼もしい姿

に成長していました。
　お隣のメッセウイング・みえは８月４日からレ
スリングの会場となります。久居高校時代にイン
ターハイ３連覇を成し遂げた奥野春菜選手に続け
と、地元一志ジュニアレスリング教室出身の後輩
たちも大勢参加します。通常の体育館ではリング
が田の字型に配置されますが、メッセでは全国的
にも珍しい４面横並びの配置を採用することによ
り、選手と観客の距離がぐっと近くなります。ぜ
ひご観戦くださり、マット上の躍動を肌で感じて
ください。
　漫画「あさひなぐ」が映画化され、一躍注目さ
れる競技となったなぎなたの開催は５日からで
す。会場となる久居体育館では、シャワー室やト
イレ･ドア･音響･照明などをアスリートファースト
の視点から改装し、この大会に備えました。芸濃
中出身の双子の姉妹、糸川緋菜・千菜選手(稲生高
２年)の息の合った演技と、中学時代に全国３位の
実績のある２年の長田梨奈選手、直田李穂選手、
中尾桜子選手ら高田高校なぎなた部に注目です。
　厳しい予選を勝ち抜いた同世代の選手たちを迎
えもてなそうと、大会の準備、運営、支援活動に
は多くの高校生が携わっています。津駅では、津
工業高校が制作した案内所がお出迎え、久居農林
高校は会場を彩る花のプランターづくりに汗を流
しました。高校生による生産物や企業とのコラボ
商品を会場で販売するのも、津商業高校、久居農
林高校、みえ夢学園高校の生徒たちです。
　130に上る地元企業からのご協賛も頂き舞台は
整いました。各会場の入場は無料です。三重県で
のインターハイ開催は昭和48年以来45年ぶり。こ
の機会に試合会場へとお運びいただき、若きトッ
プアスリートたちに声援を送ってみませんか。

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column



福祉医療費
受給資格証更新

折り込み紙
広報津

　平成30年度(平成29年中)の所得が所得制限限
度額未満であることが確認できる人には、８月
下旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、
一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当
の現況届の状況によって、資格を失う場合があ
ります。
　転入(平成30年１月２日以降)または所得税・
住民税の未申告などで所得の確認ができない場
合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確
認が必要な人には、更新手続きの案内が８月中
旬に送付されます。必要書類を添えて８月中に
提出してください。郵送による提出も可能です。

　受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は
８月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の
前年中の所得を基準に毎年９月１日に更新され
ます。

●妊産婦医療費を除き、受給資格証番号が変更 
　になります。９月以降に受診するときは、必
　ず新しい受給資格証を提示してください。 
●更新申請が遅れると助成は申請月の１日から
　になりますので、更新手続きは早めに行って
　ください。
●受給資格証の記載事項(加入する健康保険など)
　に変更があった場合は、必ず届け出てください。
●所得の状況などにより受給資格を失う人には、
　案内が送付されます。

　９月１日以降の受給資格は、平成30年度(平成
29年中)所得で判定されますので、これまで該当
しなかった人も、所得の変動などにより受給で
きるようになる場合があります。その場合は、
新たに申請が必要です。受給資格の有無など詳
しくは、保険医療助成課または各総合支所市民
福祉課(市民課)までお問い合わせください。

■全ての人に共通して必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●医療保険証
●預金通帳
●受給者と所得判定対象者のマイナンバーが確
　認ができるもの
●申請者の身元確認ができるもの
※代理申請の場合は代理人の身元確認ができる
　もの、代理権を確認できるもの(委任状)が必要
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳のいずれか１つ
一人親家庭等医療費
●戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
●妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
●精神障害者保健福祉手帳
●入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握
　できない人
●平成30年度住民税所得課税証明書(控除の分か
　るもの)など
※詳しくはお問い合わせください。

更新のときの注意点など更新のときの注意点など

手続きに必要なもの手続きに必要なもの

現在、受給資格がある人 現在、受給資格がない人で
受給条件に該当する人

平成30年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　 229－5001

福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ

　受給者は全員、更新手続きが必要です。更新
手続きの案内が８月中旬に送付されますので、
必要書類を添えて８月中に提出してください。
郵送による提出も可能です。

　受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の
翌月末日までになるため、更新手続きの案内や
新しい受給資格証は送付されません。

障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・
一人親家庭等医療費・子ども医療費

精神障がい者医療費

妊産婦医療費



福祉医療費
受給資格証更新

折り込み紙
広報津

●加入する医療保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
●保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
●入院など医療費が高額になる場合は、加入する医療保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、
　窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
●医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計
　算しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。

　保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校など学校管理下での
負傷・疾病は日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象とな
り、その医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の助成対象外と
なります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきま
すので、ご注意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

所得制限限度額表

●一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
●各種控除があるため、所得額については目安としてください。

０人
１人
２人

３人
以上

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

192万円
230万円
268万円

236万円
274万円
312万円

622万円
660万円
698万円

622万円
660万円
698万円

扶養親族
などの数 配偶者および

扶養義務者等
所得額

本人所得額

医療費助成の種類

扶養義務者等
所得額本人所得額

本人および
配偶者等
所得額

保護者所得額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等 子ども 妊産婦

１人増えるごと
に38万円を加
算した額

１人増えるごとに38万円を加算した額
１人増えるごと
に21万3,000円
を加算した額

対象者と助成対象額

障がい者

65歳以上障がい者

精神障がい者

一人親家庭等

子ども

妊産婦

対象者医療費助成の種類 助成対象額(保険診療分)
●身体障害者手帳の交付を受けている人(１～３級)
●療育手帳の交付を受けている人(Ａ・Ｂ１)または知能指数が
　50以下と判定された人

上記の「障がい者」の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者
である人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２級)で、
本人と扶養義務者等が津市に引き続き１年以上居住しており、
指定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

●精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２級) 
※平成30年９月診療分から、精神障害者保健福祉手帳２級の
　交付を受けている人への助成を開始します。

15歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊娠５カ月以上の妊産婦

●18歳の年度末までの子ども※を養育している配偶者のいな
　い父または母、および子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配
　偶者のいない人
●配偶者に重度の障がいがある父または母、および子ども
●配偶者から１年以上遺棄されている父または母、および子
　ども
●配偶者からの暴力(ＤＶ)被害で避難している父または母、お
　よび子ども
※18歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

入院・通院時の自己負担相当額
※精神障害者保健福祉手帳１級
　の交付を受けている人は通院
　時の自己負担相当額。２級の
　交付を受けている人は通院時
　の自己負担相当額の２分の１

指定医療機関(精神科)入院時の
自己負担相当額の２分の１

入院・通院時の自己負担相当額

上記と同じ

入院・通院時の自己負担相当額

入院・通院時の自己負担相当額
から１つの医療機関で１カ月当
たり1,500円を控除した額。ただ
し、調剤薬局は自己負担相当額



折り込み紙
広報津

未就学児の
福祉医療費窓口無料化

未就学児の福祉医療費
窓口無料化が始まります

９月から
平成30年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　　229－5001

●受給資格があり９月以降も引き続き資格がある
人には、窓口無料化に対応した受給資格証を８
月下旬に郵送しますので、手続きは不要です。
●更新申請書が届いた人は手続きが必要です。必
要書類を添えて８月中に提出してください。
●まだ受給資格がない人は、手続きが必要です(所
得制限あり)。

申請手続き申請手続き

注意事項注意事項

　今年９月から、６歳までの子どもの医療費について、窓口で支払いをせずその場で助成を受
けられる窓口無料化を市内の医療機関で実施します。
　現在、福祉医療費助成制度では、窓口で医療費を支払った後、口座へ振り込む償還払い方式
で助成していますが、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

津市の福祉医療費(子ども医療費・
一人親家庭等医療費・障がい者医
療費)の受給資格がある６歳までの子ども　
※６歳になった日以降の最初の３月31日まで、
４月１日生まれの人は前月末日まで

　次のものは医療費助成の対象となりませんの
で、窓口でお支払いください。
●入院時の食事療養の標準負担額
●保険適用とならないもの(健康診査、予防接種、
差額ベッド料など)
●保育所、幼稚園、認定こども園でのけがや病気
による診療で、日本スポーツ振興センター災害
共済の給付対象となるもの
●交通事故など第三者行為による診療

　窓口で医療費を支払うことになりますが、後日
受給資格証を医療機関に提示すれば、償還払い方
式で助成します。

受診時に受給資格証を
提示できなかった場合は
受診時に受給資格証を
提示できなかった場合は

窓口無料にならないもの窓口無料にならないもの

●保育所、幼稚園、認定こども園でのけがや病気
による診療、交通事故など第三者行為による診
療のときは、受給資格証は使用しないでください。

●市外への転出などで受給資格を喪失した後は、
受給資格証は使用できません。速やかに返還し
てください。

＋ ＋保険証

受診時には、毎回窓口で提示してください！受診時には、毎回窓口で提示してください！

限度額
適用認定証
(入院時のみ)

福祉医療費受給資格証 窓口負担
なし！

市内の医療機関(医科・
歯科・調剤薬局・訪問看
護ステーション)での、
保険適用となる医療費
であること

受診時に窓口無料化に対応した
福祉医療費受給資格証(現物給付
用)を提示すること

国民健康保険加入者の入院の場
合は、保険者から発行される限度
額適用認定証を提示すること

※公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。



折り込み紙
広報津

未就学児の
福祉医療費窓口無料化

●休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急
性の高い患者を受け入れるためのものです。休
日や夜間に受診しようとする際には、平日の時
間内に受診することができないか、もう一度考
えてみましょう。

●かかりつけの医師を
持ち、気になること
はまずはかかりつけ
の医師に相談しまし
ょう。
●同じ病気で複数の医療機関を受診することは控
えましょう。医療費を増やしてしまうだけでな
く、重複する検査や投薬でかえって体に悪影響
を与えてしまうなどの心配もあります。今受け
ている治療に不安があるときは、医師に伝えて
話し合ってみましょう。

適正な受診にご協力ください適正な受診にご協力ください ●公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療
など)の受給者証を持っている人は、窓口で提示
してください。公費負担医療とは、国や地方自
治体の費用(公費)負担により提供される医療で
す。公費負担医療制度を利用すると、患者が負
担する医療費の額を低く抑えることができ、そ
の自己負担額が医療費助成の対象となります。
窓口無料となっても、公費負担医療制度の対象
となる場合は、この制度を利用してください。

受診可能な医療機関を知りたいときは…受診可能な医療機関を知りたいときは…

子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…

応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、
健康に関する相談をしたいときは…
応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、
健康に関する相談をしたいときは…

0120-840-299®

津市救急・健康相談ダイヤル24 
フリーダイヤル
医師や看護師など専門スタッフが相談にお答えします。

24時間年中無休

229-1199
三重県救急医療情報センター 
コールセンター
救急医療情報ネット
　ＰＣ・スマートフォン版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

24時間年中無休

夜間・休日に子どもの急な病気で心配になったら活用を夜間・休日に子どもの急な病気で心配になったら活用を

みえ子ども医療ダイヤル
電話番号
利用時間　毎日19時30分～翌朝８時
対象　18歳未満の子どもとその家族　
医療関係の専門相談員がお答えします。

#8000　　 232-9955または
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