
の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ ９月 
持ち物 定員 対象 受付時間（開催時間） 日 種別 

看護師・保健師・管理栄養士が担当します ★あなたの健康づくりを応援します 
健康ホットライン 
1２７－１０２１（相談専用です） 

月～金（祝日は除く） 
午前９時３０分～１１時 

８月２６日 、９月１６日  
※要予約 
※上記以外の日程でも 
　相談可能 

ご自身や家族の健康について、また、育児に関する
ことを専用電話で、保健師が相談をお受けします。 

健康相談 
月～金（祝日は除く） 
午前９時～午後５時 
※要予約 
　電話相談可 

生活習慣病など健康に関すること。 
血圧・尿・体脂肪・喫煙度・ストレスチェック・HbA１c
簡易測定もできます。 

こころの健康相談 こころの不調への早期対応、予防に関すること。 

家庭訪問 ご家庭に訪問して、相談をお受けします。 

栄養相談 食生活に関する相談を管理栄養士がお受けします。 

場所・予約・問い合わせは保健センター 

くすり安心電話 

津島海部薬剤師会
会員が、緊急時の薬
の相談に応じます。 
 
午後９時～翌日午前
９時 
 
1０９０-２１３６-３８５８ 

妊産婦歯科 
健康診査 ２７ 午後１時～２時 

（指定された時間） 

妊娠中の方、出産後１年以内の方 
内容：歯科健康診査、ブラッシング指導等 
※妊娠中１回（安定期のときに受けてください）、 
産後１回受けることができます 

１８人 
予約制 

母子健康手帳 
手鏡、歯ブラシ 
タオル 

２歳児歯科 
健康診査　 ８ 午後１時～１時４５分 平成２６年９月生のお子さん 

（３歳未満まで受診可） 
４０人 
予約制 

母子健康手帳、問診票 
タオル 
仕上げ磨き用歯ブラシ 

―― ＢＣＧ 
予防接種 ６ 午後１時２０分～２時 生後１歳に至るまでのお子さん 

＊対象者に個別通知をします 
母子健康手帳 
BCG予診票 

―― ４カ月児 
健康診査 

７

２１
午後１時～２時３０分 
（指定された時間） 

生後４カ月を過ぎたお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（１歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

―― 
１６

３０
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２５年９月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（４歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 
視力･聴力アンケート 

―― １歳６カ月児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２７年２月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（２歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

１５

２９

離乳食 
前期 ２８ 午前９時４５分～１０時 

(午前１０時～１１時３０分)

教室開催月に４～７カ月頃になる 
お子さんをもつ保護者 
内容：離乳食初期から中期のお話と試食など 

２５人 
予約制 母子健康手帳 

☆健康診査はすべて１～２時間程度かかります。乳幼児健康診査を受けていない方は、保健センターの保健師がご家庭を訪問します。      

☆３歳児健康診査では当日会場で尿検査を実施します。      

☆麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、インフルエンザ、とびひ等にかかっている方は、

医師の許可が出てからお越しください。      

☆予約制の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。      

☆暴風警報等が、愛知県西部地方に発令された場合は実施できないことがありますので、保健センターにお問い合わせください。     
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。 

天王中学校　３年 
櫛田 美来 さん 

将来の夢はパティシエ 

私は、ソフトボール部のキャプテンを
務めています。天王中のソフト部は、最
近一人ひとりの技術が上がってきて、チ
ームの勝利が多くなってきました。ここ
までなるのには、苦労することがたくさ
んありました。 
新チームが始まったころは、それまで
先輩方に頼っていたので、先輩方が引
退してからチームがうまくまとまらずた
くさん苦しい思いをしました。また、自
分たちではなかなか声が出せず試合の

流れを相手にもっていかれることもよく
ありました。 
今では、チームにもまとまりが出てき

て雰囲気も少しずつ変わってきました。
私たちのチームの目標は、「まずは一勝」
です。この目標に向かって、日々仲間と
共に一生懸命練習をしています。一人
ひとりが努力をし、目標をもって取り組
めば必ず報われると私は信じています。
自分たちの目標を達成するために、最
後まであきらめずに頑張り、悔いの残ら
ない大会にしたいです。 

市立図書館  
２５‐２１４５  

――――― 　 　 ――――― ――――― 　 　 ――――― 

皆さんと本との出会いを求めて、  
新着の図書をご紹介します。  

※毎月第４火曜日は、館内整理のため、分室（生涯学習センター、神島田公民館）もお休みします。 
　ご自宅から図書館ホームページで蔵書検索ができますので、ご利用ください。 
　津島駅構内（津島総合案内所）に「図書返却ポスト」を設置していますので、ご利用ください。 

児童書 一般書 

［ 　 ８月の休館日 　 ］ 

『しごと場見学　書店・図書館で働く人たち』　戸田恭子　著　ぺりかん社 

２３日  

『やっぱりこういうときどうするんだっけ』　辰巳 渚　著　朝倉世界一 まんが　毎日新聞出版 

『食品包装の科学』 
　日本食品包装協会　編著 

日刊工業新聞社 
 

『長く使いたい暮らしの道具。』　マガジンハウス 

『クックパッドのおいしい厳選！スムージー』　クックパッド株式会社　監修　新星出版社 

『いのちをつなぐ犬 夢之丞（ゆめのすけ）物語』 
佐藤真澄　著 
静山社 
 

人に見捨てられ、広島県動物愛
護センターで、ふるえながら処分
を待っていた一匹の子犬「夢之丞」。 
ある日、運命が大きく変わる転
機が訪れます。夢之丞に託された
のは、「災害救助犬」。地震や台風、
土砂くずれなど災害で行方不明に
なっている人をさがすために、特
別に訓練されることになったのです。 
悲しい過去をのりこえ、国際舞

台で活躍するようになるまでをつ
づった、ほんとうにあったお話です。 

私達が、お店から購入してきた
品物を見る時、「なんと！丁寧過ぎ
る包装なんだ」、「包装が多くて、
ゴミが増えて仕方ない。資源の無
駄使いではないか」と思ったりし
ませんか？ 
実は、そんな包装にも、一つ一

つ大変重要な意味があり、太古の
昔からの歴史もあるのです。 
この本を通して、包装の歴史を
知るとともに、身近な食品「豆腐」・
「チョコレート」・「卵パック」など
の進化した機能性包装の素晴ら
しさも知ることができます。 

仲間と共に 

くし   だ        み    く　 
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無料 巣箱・えさ台づくり教室 
弥富野鳥園 
1０５６７-６８-２３３８ 

８月２１日 午後１時３０分～  
（事前申込７月２４日 ～） 弥富野鳥園 

プール入場料 
（大人４５０円、 
中学生以下２００円、 
３歳未満は無料） 

みんなであそぼう 
～プールでゲーム～ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

８月７日 ・１４日 ・ 
２１日 ・２８日
受付：午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
プール 

１,５００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「金魚のブローチ」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

８月２日 ～４日 ・ 
６日 ・７日  
午前９時３０分～１１時３０分 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

大人２００円 
小人１００円 毎日弥富金魚すくい 

弥富市役所商工観光課 
1０５６７-６５-１１１１ ８月９日 まで ウイングプラザパディー 

(弥富市鯏浦町南前新田１２３)

１,５００円 親子で自由研究 
あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

夏休み期間中の開館日 
最終受付：午後３時 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 

無料 みどぽんのへや 
海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

８月１日 ～８月３１日  
受付：午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

大 ダンス競技会 
８月２８日
午前１１時 無料 

青山 
1０５６８-６５-８７５３ 

小 岡田雅代シャンソン・ 
タンゴ発表会 

８月１１日（木・祝）
午後２時 無料 岡田 

1０９０-３５１１-８９６２ 

大 
名古屋ＲＤ ファンクラブ 
アニバーサリー 

大浜 
1０９０-４２１７-０８２９ 

８月２０日 ・２１日
２０日午後１時・ 
２１日午前９時３０分 

無料 

大 
第２回クローバーＴＶ囲碁・ 
将棋大会 

９月３日
午前１０時 有料 

クローバーＴＶ営業部 
1０１２０-２４０-９６８ 

大 
ドラゴンゲートプロレス 
津島大会 

ドラゴンゲート 
　ticket-info@dg-pro.jp

８月２９日
午後６時３０分 有料 

大 チャリティー歌謡コンサート 
９月４日
午前９時３０分 無料 

吉永 
1０５６７-４６-４０３６ 

小 津島市はじめての舞踊殺陣教室 
日本舞踊瑞鳳流事務所 
1０５２-８０１-１５６２ 

９月３日
午後２時 無料 

問　合 場　所 日　時 名　称 料　金 

津島きものDE街歩き 
観光交流 
センター 
集合 

参加費 ５００円 
きものレンタル 
１,０００円 

着付け １,０００円 

津島 きものＤＥ街歩き 
吉田 
1０９０-３９６７-７６７７ 

８月２０日  
　  ２１日  
午後１時～３時 
着付け希望は 
午前１０時 
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※開催時間、休館日、 
事業の詳細な内容は、 
問い合わせ先にお尋ね 
ください。 

津島市市長公室 

企画政策課 

1０５６７‐２４‐１１１１ 

となり街 
お出かけ 
情報 

問　合 場　所 日　 時 名　 称 料　金 

問　合 日　時 催　し 入場料 ホール 

文化会館 
催しガイド 

（７月１日現在） 

※掲載している催し物の 

　名称などは予定です。 

問合　つしま夢まちづくり 
　　　センター 
　　　1５８－４１３３ 

つしま 
歴史・文化の 
まちづくり 
提案補助事業 



問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 ８ 
※相談員の都合により相談を休むことがありますので、当日、電話でご確認ください。翌月7日分まで掲載。 
※法律相談は、受付件数が限られていますので、ご希望の日時に相談できない場合があります。 
※年金相談は、受付件数が限られています（番号札は、当日午前８時３０分より配付）。 

保険年金課 医療･年金Ｇ 
内線２１２１ 市役所１階相談室 年金相談 

３、１７日、９月７日 
午前１０時～午後３時 

総務課 庶務Ｇ 
内線２３５１ 

市役所１階相談室 法律相談（要予約） ９日　午後１時～４時 

産業振興課 農政・消費生活Ｇ 
内線２４５３ 市役所１階相談室 消費生活相談 

５、１０、１９、２４日、９月２日 
午後１時３０分～４時３０分 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 行政相談 

５日、９月２日 
午前１０時～正午 1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 内職相談 

４、１８、２５日、９月１日 
午前１０時～正午、午後１時～３時 1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 心配ごと相談 

１２、２６日　午前９時～正午 
受付は終了時間の３０分前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 法律相談（要予約） 

２、１６日、９月６日 
午後１時～４時 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 結婚相談 

１、４、８、１５、１８、２２、２５、２９日、 
９月１、５日　午前１０時～正午 
受付は終了時間の1時間前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

老人福祉センター 高齢者の健康相談 
２、９、２３、３０日、９月６日 
午後１時～３時　 1２８‐７５６１ 

神島田祖父母の家 高齢者の健康相談 
１０、１７、２４、３１日、９月７日 
午後１時～３時 1３２‐２１５１ 

総合保健福祉センター 
３階家庭児童相談室 家庭児童相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 1２４‐０３５０ 

公益社団法人認知症の人と 
家族の会・愛知県支部 認知症介護相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～午後４時 1０５６２‐３１-１９１１（電話相談） 

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 
水道料金をはじめ、市に対するお支払いの多くにご利用いただけます。取扱金融機関の窓口にてお申し込みください。 
取扱金融機関 
いちい信用金庫、三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、東海労働金庫、海部東農業協同組合、あいち海部農業
協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局） 

市県民税…第２期、国民健康保険税…第４期、介護保険料…第５期、市営・ 
改良住宅家賃､住宅新築資金等償還金､保育所保護者負担金…８月分 
後期高齢者医療保険料…第２期、下水道事業受益者負担金…第１期 

納期限　平成２８年８月３１日今月の市税や料金など 

津島商工会議所相談室 相続･登記相談（要予約） 
※ただし、相続税は除く 

３、１７日、９月７日 
午後１時～３時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

勤労者安心ネット 
ワークセンター 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
（電話相談） 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

１１　月 

ー  

ー  

第　７　期 

１０　月 

第　３　期 

ー  

第　６　期 

９　月 

ー  

ー  

第　５　期 

ファミリー・サポート会員の登録、事業説明のため移動事務所を開設します。 

日時　８月２６日 　午後１１時～正午　場所　東地区子育て支援センター 

問合　ファミリー・サポート・センター　1５５-７７０８ 

ファミリー・サポート・センター移動事務所開設のお知らせ 
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