
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

         日時 平成２９年９月８日（金）１１時００分～ 

         場所 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○平成２９年１０月１日から 

津市産業・スポーツセンター行きの路線バスを運行 

～「サオリーナ前」停留所を新設～ 

 

 

 

 

 

 

○平成２９年１０月１日サオリーナオープン！ 

サオリーナの個人利用 

 

 

 

 

 

 

○平成２９年１０月１日サオリーナオープン！ 

オリンピアンから「学ぶ」スポーツ・オープニングイベントの全貌が決定！ 



 
定例記者会見 平成２９年９月８日（金）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

都市計画部 交通政策課 

（電話０５９－２２９－３２８９）

交通政策担当参事（兼） 

交通政策課長 

澤井 尚 

 
平成２９年１０月１日から 

津市産業・スポーツセンター行きの路線バスを運行 

～「サオリーナ前」停留所を新設～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２９年９月８日

津市産業・スポーツセンター行きの路線バスを運行

～「サオリーナ前」停留所を新設～

平成２９年１０月１日から



津市産業・スポーツセンター

「サオリーナ前」停留所を新設

津市産業・スポーツセンター
の敷地内に、

「サオリーナ前」停留所を新設

バス路線 を
「津新町駅」から「サオリーナ前」

まで延伸

「 」 が延伸部分

認可申請中

５１系統 路線

津
駅

津
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町
駅

「サオリーナ前」停留所
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のりば
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市
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市

「サオリーナ前」停留所

■ ■ ■ ■ ■



往 路 （行き）
三重病院 一身田 津駅 津新町駅 サオリーナ前着

… … ８：１０ ８：２５ ８：３３

８：１５ ８：２１ ８：４２ ９：００ ９：０８

… ８：４６ ９：０５ ９：２３ ９：３１

… … ９：４０ ９：５５ １０：０３

１０：２０ １０：２６ １０：４５ １１：０３ １１：１１

… … １１：４０ １１：５５ １２：０３

１２：２０ １２：２６ １２：４５ １３：０３ １３：１１

… … １３：４０ １３：５５ １４：０３

１４：２０ １４：２６ １４：４５ １５：０３ １５：１１

１６：２０ １６：２６ １６：４５ １７：０３ １７：１１

１８：２０ １８：２６ １８：４５ １９：０３ １９：１１

２０：２０ ２０：２６ ２０：４２ ２０：５８ ２１：０６

１２便

サオリーナ前発 津新町駅 津駅 一身田 三重病院

９：２０ ９：３２ ９：４７ １０：０３ １０：１０

１１：２０ １１：３２ １１：４７ １２：０３ １２：１０

１２：２０ １２：３２ １２：４５ … …

１３：２０ １３：３２ １３：４７ １４：０３ １４：１０

１４：２０ １４：３２ １４：４５ … …

１５：２０ １５：３２ １５：４７ １６：０３ １６：１０

１６：２０ １６：３２ １６：４５ … …

１７：２０ １７：３２ １７：４７ １８：０３ １８：１０

１８：２０ １８：３２ １８：４５ … …

１９：２０ １９：３２ １９：４７ ２０：０３ ２０：１０

２１：２０ ２１：３２ ２１：４５ … …

復 路 （帰り） １１便

「サオリーナ前」発着運行ダイヤ 【平日】 認可申請中

月曜日～金曜日 （平日） の運行ダイヤ

所要時間・運賃

サオリーナ前 ⇔ 三重病院 ４６～５３分 ４７０円

サオリーナ前 ⇔ 一身田 ４０～４７分 ２６０円

サオリーナ前 ⇔ 津駅 ２２～２６分 ２４０円

サオリーナ前 ⇔ 津新町駅 ８～１０分 ２２０円



三重病院 一身田 津駅 津新町駅
サオリーナ前

着

… … ８：１０ ８：２５ ８：３３

８：１５ ８：２１ ８：４０ ８：５７ ９：０５

… ８：５２ ９：１１ ９：２８ ９：３６

… … ９：４０ ９：５４ １０：０２

１０：２０ １０：２６ １０：４５ １１：０２ １１：１０

… … １１：４０ １１：５４ １２：０２

１２：２０ １２：２６ １２：４５ １３：０２ １３：１０

… … １３：４０ １３：５４ １４：０２

１４：２０ １４：２６ １４：４５ １５：０２ １５：１０

１６：２０ １６：２６ １６：４５ １７：０２ １７：１０

１８：２０ １８：２６ １８：４５ １９：０２ １９：１０

サオリーナ前
発

津新町駅 津駅 一身田 三重病院

９：２０ ９：３２ ９：４６ １０：０２ １０：０９

１１：２０ １１：３２ １１：４６ １２：０２ １２：０９

１２：２０ １２：３２ １２：４４ … …

１３：２０ １３：３２ １３：４６ １４：０２ １４：０９

１４：２０ １４：３２ １４：４４ … …

１５：２０ １５：３２ １５：４６ １６：０２ １６：０９

１６：２０ １６：３２ １６：４４ … …

１７：２０ １７：３２ １７：４６ １８：０２ １８：０９

１８：２０ １８：３２ １８：４４ … …

１９：２０ １９：３２ １９：４６ ２０：０２ ２０：０９

「サオリーナ前」発着運行ダイヤ 【休日】 認可申請中

土曜日・日曜日、祝日 （休日） の運行ダイヤ

往 路 （行き） １１便 復 路 （帰り） １０便

間の停留所
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津新町 ⇔ サオリーナ前



津市産業・スポーツセンターまで

徒歩約５分 （約４００メートル）

南河路（サオリーナ南） 所要時間 運賃

⇔ 津駅 １９～２２分 ２４０円

⇔ 津新町駅 ６～９分 ２２０円

既存停留所に“サオリーナ南”の案内を追加

南河路

南河路（サオリーナ南）

停留所名に案内を追加

「南河路（サオリーナ南）」に
停車するバス路線

９１・９３・９５系統 （ 路線）

津市産業・スポーツセンター

津
駅

津
新
町
駅

「南河路（サオリーナ南）」停留所

東口①番
のりば

③番
のりば

始発便（行き）
※津新町駅方面から

最終便（帰り）
※津新町駅方面へ

平日 ７：１６着 ２０：３２発

休日 ７：１７着 ２０：１２発

安濃川

至
鈴
鹿
市

至
松
阪
市

所要時間・運賃



津市産業・スポーツセンターへ行くバスの運行便数

曜日 運行便数

月曜日～
金曜日
（平日）

サオリーナ前 着 １２便

サオリーナ前 発 １１便

土・日曜日、
祝日

（休日）

サオリーナ前 着 １１便

サオリーナ前 発 １０便

曜日 運行便数

月曜日～
金曜日
（平日）

南河路（サオリーナ南） 着
〔津新町駅方面から〕 ４４便

南河路（サオリーナ南） 発
〔津新町駅方面へ〕 ４７便

土・日曜日、
祝日

（休日）

南河路（サオリーナ南） 着
〔津新町駅方面から〕 ４２便

南河路（サオリーナ南） 発
〔津新町駅方面へ〕 ４１便

バス停 「サオリーナ前」

津駅・津新町駅から津市産業・スポーツセンターへ向かうバスは、

既存路線と合わせると１時間に３、４本運行

バス停 「南河路（サオリーナ南）」



バスの運行時刻や乗り換えに関する
ことなど、お気軽にご相談ください

問い合わせ先

津市都市計画部交通政策課
〒514-8611 津市西丸之内23番１号

電話番号 059-229-3289
ファクス 059-229-3336
E-Mail 229-3289@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先



 

定例記者会見 平成２９年９月８日(金)１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

スポーツ文化振興部 

産業・スポーツセンター推進室 

（電話０５９－２２９－３３７５） 

産業・スポーツセンター推進室長 

長谷川 哲也 

 

平成２９年１０月１日サオリーナオープン！ 

サオリーナの個人利用 

 
このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２９年９月８日

サオリーナの個人利用

平成２９年１０月１日 サオリーナオープン！



津市体育館・津市民プール・三重武道館

建設年

今までのスポーツ教室や施設の一般公開を
サオリーナへ充実し拡大！

１０月からは、施設の機能を
津市産業・スポーツセンターへ移転！

市民の皆さまにスポーツ大会の場、健康づくりの場として
長くご利用いただきましたが、９月末で閉館！

津市体育館…昭和４１年
津市民プール…昭和４８年
三重武道館…昭和５６年



一般公開（個人使用）～メインアリーナ～
種目

津市体育館

規模 開放日/月

卓球 １８台 ３日間程度
バドミントン ８面 ４日間程度
バドミントン ４面（夜間） ３日間程度

バレーボール ３面 ３日間程度

１０月の公開日

● 毎月１６日号の広報津へ掲載！
● 津市産業・スポーツセンターのホームページへ掲載！

種 目 日 程 ９時～１２時 １３時～１７時
１８時～

２１時３０分

卓球
２０台

5日（木） 〇 〇 〇

15日（日） 〇 〇 〇

23日（月） 〇 〇 〇

26日（木） 〇 〇 〇

30日（月） 〇 〇 〇

31日（火） 〇 〇 -

種目 日程 ９時～１２時 １３時～１７時
１８時～

２１時３０分

バドミントン
８面

※31日は４面

5日（木） 〇 〇 〇

6日（金） 〇 - -

23日（月） 〇 〇 〇

27日（金） 〇 - 〇

30日（月） 〇 〇 〇

31日（火） - - 〇

バレーボール
２面

（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ可）

15日（日） 〇 〇 〇

26日（木） 〇 〇 〇

31日（火） 〇 〇 -

※１回３００円。小・中学生は１５０円

これまで

一般公開日

受け付けで直接
利用券を購入いただき、

ご利用ください！



津市津市一般利用～屋内プール・トレーニングルーム～

９：００～２２：００利用時間

幼児プールでお子様と一緒に 最新機器で健康増進・シェイプアップ

●１回券

●回数券 （１２回分）
利用券

※４００円。小中学生は２００円

※４，０００円。小・中学生は２，０００円

屋内プール トレーニングルーム

受け付けで直接利用券を購入いただき、ご利用ください！



スポーツ教室を充実①～屋内プール～

種 目
サオリーナ 屋内プール

日 程 回数 定員 申し込み 受講料

健康水泳秋のコース 10月5日～11月30日

8回

５０名 5,500円

アクアフィットネス 10月6日～12月1日 ３０名 3,500円

健康水泳冬のコース 1月11日～3月1日 ５０名

11月中旬～

5,500円

水中ソフトトレーニング 1月12月～3月2日

３０名

3,500円

シェイプアップアクア
（秋）

10月4日～12月6日

10回

募集中 5,000円

シェイプアップアクア
（冬）

1月10日～3月14日 11月中旬～ 5,000円

子どもスイミング教室
（小学校クラス）

毎 月 4回 ２０名 ９月中旬～ 4,320円
子どもスイミング教室
（幼児クラス）新

種 目
津市民プール

規模 定員

健康水泳秋のコース

８回

５０名

アクアフィットネス ３０名

健康水泳冬のコース ５０名

水中ソフトトレーニング

３０名

リフレッシュアクア 10回

これまで １０月から

新



スポーツ教室を充実②～フィットネススタジオ～

種 目
津市体育館

規模 定員

ジュニア
フェンシング教室

６回 １５名

申し込み
津市スポーツ・メッセネットワーク（津市産業・スポーツセンター内）
津市北河路町１９番地１ 電話 ０５９-２２３-４６５５

これまで １０月から

●広報津へ掲載！

●津市産業・スポーツ

センターのホームページ

へ掲載！

種 目
サオリーナ フィットネススタジオ

日 程 回数 定員 申し込み 受講料

ジュニアフェンシング教室 10月29日～12月10日 6回 15名 募集中 4,000円

スローエアロビック 10月16日～12月11日

5回

20名

募集中 2,000円

スローエアロビック 1月22日～3月19日 11月中旬～ 2,000円

簡単ヨガ 10月16日～12月11日 募集中 2,000円

簡単ヨガ 1月22日～3月19日 11月中旬～ 2,000円

キッズチアダンス（秋）
10月10日～12月12日

10回

申込終了 5,000円
別途ポンポン代
(1,500円程度)ジュニアチアダンス（秋）

募集中大人のためのバレトン（秋） 10月4日～12月6日 30名 5,000円

正しいストレッチとヨガ（秋） 10月16日～12月18日

20名

5,000円

キッズチアダンス（冬）
1月9日～3月13日

11月中旬～

5,000円
別途ポンポン代
(1,500円程度)ジュニアチアダンス（冬）

大人のためのバレトン（冬） 1月10月～3月14日 30名 5,000円

正しいストレッチとヨガ（冬） 1月15月～3月26日 20名 5,000円

LaLaLaFit（高齢者向け）
毎 月 4回 15名 ９月中旬～ 4,320円

テコンドー教室

各教室の開催情報

新



武道教室～三重武道館～

種目 日 程 曜日 時間帯
半期(6カ月)の

受講料

柔道教室 週２回 火・木 夜間 15,000円

剣道教室 週２回 火・土 夜間 15,000円

空手道教室 週２回 金・土 午後・夜間 15,000円

弓道教室 週２回 火・木・土 午後・夜間 15,000円

なぎなた教室 週２回 木・土 午後・夜間 15,000円

居合道教室 週１回 水 夜間 11,100円

太極拳教室 週２回 木 午後（２回） 15,000円

種目 日 程 曜日 時間帯

柔道教室 週２回 火・木・土 夜間

剣道教室 週２回 火・土 夜間

空手道教室 週２回 金・土 午後・夜間

弓道教室 週２回 火・木・土 午後・夜間

なぎなた教室 週２回 木・土 午後・夜間

居合道教室 週１回 水 夜間

太極拳教室 週２回 木・金 午後

申し込み
三重武道館
【９月２４日まで】 津市栗真中山町８１６番地６ 電話０５９-２３１-０９６９
【１０月１日から】 津市北河路町１９番地１ 電話０５９-２２９-２１００

三重武道館の窓口で、各教室の申し込み受付中！

これまで １０月から



気軽にランニング・ウオーキング！

外周ランニングコース

距離 （１周） １，１９６ｍ

利用時間 ６：３０～２２：００

材 質 ゴムチップ（ひざにやさしい）

無料！お好きな
時間にご利用
ください。

メインアリーナ （２階） ランニングコース

距離 （１周） ２８０ｍ

利用時間 ９：００～２２：００

※大会やイベントでのアリーナ使用時は、使用できません。

無料！使用時は、
管理事務所へ一声
お掛けください



ご利用をいただく１カ月前から

大会やイベント情報を津市産業・スポーツ
センターのホームページに掲載

物販のご利用～どんどん使ってください～

スポーツ大会・イベント開催時の物販

物販とは キッチンカーによる飲食物やテントでの飲食物、土産など

利用場所
駐車場、屋外展示場、アスリートモール、
メッセウイング・みえエントランス

使用料 １㎡・１時間当たり２００円

申し込み
津市スポーツ・メッセネットワーク （津市産業・スポーツセンター内）
津市北河路町１９番地１ 電話 ０５９-２２３-４６５５

エントランス

屋外展示場

アスリートモール

※駐車場も物販に
ご利用できます

情 報

申込開始



食の提供～レストランスペース～

ランチ・・・オムライス・パスタ・各種定食

スイーツ・・・パフェ・ケーキ

テイクアウト・・・サラダ・煮物・揚げ物

お弁当・・・各種ご用意
イメージ図

営業時間
１１：００～２０：００ （大会・イベントに合わせ変更有）
※ランチは１１：００～１６：００

地産地消、手作りにこだわり
指定管理者が責任を持って安心で安全な食を提供！

メッセウイング・みえ１階

３６席

１０月１日より営業

お問い合わせ 津市スポーツ・メッセネットワーク（津市産業・スポーツセンター内）
津市北河路町１９番地１ 電話 ０５９-２２３-４６５５



内覧会～サオリーナ・三重武道館～

ご都合の付く良い時間にお越しください！

会 場

開催日時

対象者

平成２９年９月２４日 ～２６日

どなたでもご覧いただけます

日 火

１０：００～２０：００

●メインアリーナ
●サブアリーナ
●屋内プール
●トレーニングルーム

●フリーウエイトルーム
●サオリウム
●柔剣道場
●弓道場



無料体験会～トレーニングルーム・フリーウエイトルーム～

開催日

申し込み

平成２９年９月２４日 ～２６日日 火

時間
① ９：３０～１１：３０

定員 先着各２５名 ※事前申し込みが必要

平成２９年９月９日（土曜日）から、直接、
サオリーナ窓口で、または電話で申し込み

津市スポーツ・メッセネットワーク （津市産業・スポーツセンター内）

津市北河路町１９番地１ 電話 ０５９-２２３-４６５５

② １３：００～１５：００
③ １６：００～１８：００ ④ １９：３０～２１：３０



 

定例記者会見 平成２９年９月８日(金)１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

スポーツ文化振興部 

産業・スポーツセンター推進室 

（電話０５９－２２９－３３７５） 

産業・スポーツセンター推進室長 

長谷川 哲也 

 

平成２９年１０月１日サオリーナオープン！ 

オリンピアンから「学ぶ」スポーツ・オープニングイベントの全貌が決定！ 

 
このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



平成２９年９月８日

平成２９年１０月１日 サオリーナオープン！

オリンピアンから「学ぶ」スポーツ

オープニングイベントの全貌 が決定！



オープニングイベント 平成２９年１０月１日 開催

サオリーナ、三重武道館、メッセウイング・みえ
全ての会場でさまざまなイベントを開催

日

トップアスリート
による競技

トップアスリートとの
触れ合い

市民参加型
スポーツイベント

『見る』スポーツ『する』スポーツ 『学ぶ』スポーツ

～サオリーナを感じる１日に！～

「する」スポーツ・「見る」スポーツ・「学ぶ」スポーツを基本コンセプトに開催

６１６人による健康体操

無料開放 スポーツ体験

ラート

バトントワーリング

スポーツ一輪車

オリンピアンによるトークショー

オリンピアンとのゆるスポーツ

ラート、バトントワーリング体験



オープニングイベントの全貌

メッセウイング・みえ

メインアリーナ サブアリーナ

アスリートモール

屋内
プール

三重武道館

トレーニングルーム

フィットネス
スタジオ

全施設を開放

１３：００～１６：００
スポーツ体験会

１３：００～１６：００
模擬演技

１１：００～１７：００
Ｂ１グランプリ公認イベント開催！

１３：００～１７：００ 一般開放
トレーニングルーム＆フリーウェイトルーム＆屋内プール

１０：００ オープニングセレモニー

１０：１５
オリンピアンによる

トークショー

１１：２０ 演技披露

１２：２０ お楽しみ抽選会

１４：００ スポーツ体験会

１３：００～１７：００
●ＬａｌａｌａＦｉｔ体験
●リラックスストレッチ

※体験会参加希望者は、体育館シューズをご持参ください



10：15

10：00

メインアリーナ

オリンピアンによるトークショー
【女子レスリング】

●吉田沙保里選手
●土性沙羅選手 （リオデジャネイロオリンピック69kg級 金メダル）

●川井梨紗子選手 （リオデジャネイロオリンピック63kg級 金メダル）

11：20 演技披露
健康体操

12：20

午前の部

オープニングセレモニー 【市長・吉田沙保里選手あいさつ】

ラート 一輪車バトントワーリング

お楽しみ抽選会 オリンピアンサイン入りグッズなどが当たります！

【女子ウエイトリフティング】

三宅宏実選手 （リオデジャネイロオリンピック48kg級 銅メダル）



メインアリーナ

※ゆるスポーツ…年齢・性別・運動神経に関わらず誰もが楽しめるスポーツ！

スポーツかるた

激しく動かすと泣き出す特殊なボールを使った
プレイヤーの母性が試される世界一ゆるい
バスケットボール

タイミングが合わないとバラバラに
なる特殊なバーベル
・・・軽いからといって、侮るなかれ

誰もが遊んだことのある「かるた」が進化

14：00
～

14：50

午後の部①

スポーツ体験① オリンピアンとゆるスポーツ
三宅宏実選手 土性沙羅選手 川井梨紗子選手 と一緒に！

ベビーバスケ

スピードリフティング

先着６０人

先着７０人

15：00
～

15：50 先着６０人

各スポーツの開始１０分前に、メインアリーナ入口にお集まりください！



メインアリーナ

14：00

16：00
終了

スポーツ体験② トップアスリート指導による体験
ラート・バトントワーリングの世界チャンピオン と一緒に！

世界チャンピオン
高橋選手や堀口選手
と三次元のラートを体験

ラート

世界チャンピオン
駒田選手、喜田選手、平井選手
と華麗なバトントワーリングを体験

バトントワーリング

整理券先着順
９０人

整理券先着順
９０人

午後の部②

当日９：００からアスリートモール専用ブースにて整理券を配布！



体操体験

サブアリーナ・フィットネススタジオ・三重武道館

１３：００～１６：００

卓球

バドミントン

ボルダリング

スポーツ吹矢

キックターゲット
先着順

各ブースで
自由体験

サブアリーナ

フィットネス
スタジオ

１３：００～１７：００

当日９：００からアスリートモール専用
ブースにて整理券を配布！

三重武道館

１３：００～１６：００
模範演技

リラックスストレッチ～肩～

ＬａｌａｌａFit体験～ミズノオリジナルツールを使った運動プログラム～

リラックスストレッチ～全身～

弓道・柔道・剣道

リラックスストレッチ～腰～

先着１５０人



トレーニングルーム・フリーウエイトルーム・屋内プール

トレーニングルーム フリーウェイトルーム 屋内プール

トレーニングマシン
を使って楽しんで！

専門的な筋力トレーニング
マシンを体験！

スイミング
水中ウォーキング！

１時間入れ替え制
【４セット 各５０人】

１時間入れ替え制
【４セット 各１５人】

１時間入れ替え制
【３セット 各７０人】

各施設を一般開放 １３：００～１７：００ 参加無料！

当日９：００からアスリートモール専用ブースにて整理券を配布！

※水着・スイミングキャップを、ご持参ください



メッセウイング・みえ

① 津ぎょうざ小学校
2016東海・北陸B-1グランプリin坂井ゴールドグランプリ受賞

Ｂ－１グランプリ公認イベント７団体が出展

その他、市内銘菓店の
スイーツの販売もあります！

② 甲府鳥もつ煮でみなさまの縁をとりもつ隊【山梨県甲府市】
第5回 B-1グランプリin厚木 ゴールドグランプリ受賞

④ 越前坂井辛み蕎麦であなたの蕎麦で辛み隊【福井県坂井市】

⑤ Do it! 松阪鶏焼き肉隊【三重県松阪市】

⑥ 亀山みそ焼きうどん本舗【三重県亀山市】

⑦ 四日市とんてき協会【三重県四日市市】

③ 熱血！！勝浦タンタンメン船団【千葉県勝浦市】
第10回 B-1グランプリin十和田 ゴールドグランプリ受賞

１１：００～１７：００
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