
２６０円～３６０円 
（1パック） 蟹江町いちじくＰＲ販売 

蟹江町観光協会 
(蟹江町役場ふるさと振興課内) 
1０５６７-９５-１１１１ 

９月４日 、１１日 、１８日 、 
２５日 、１０月２日  
午前１０時～ 

蟹江町まちなか 
交流センター 

無料 第４回ミニ探鳥会 
弥富野鳥園 
1０５６７-６８-２３３８ 

９月１１日  
午前１０時３０分～１１時３０分 

弥富野鳥園 
保護地内 

無料 七宝職人さん大集合 
あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

９月１９日（月・祝） 
午前１０時～午後４時 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
実演コーナー 

２,５００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「ハロウィンの飾り」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

９月８日 ・１５日 ・２１日 ・ 
２２日（木・祝）・２４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 

無料 第４回探鳥会 
弥富野鳥園 
1０５６７-６８-２３３８ 

９月１８日  
午前１０時～正午 

弥富野鳥園 
保護地内 

無料 絵手紙をかこう 
海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

９月１７日 ・１８日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

無料 みんなであそぼう 
～いざ・チャレンジ～ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

９月１９日（月・祝） 
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

無料 
みんなでつくろう 
～自分だけの虫をつくろう～ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

９月１０日 ・１１日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

無料 どろだんごをつくろう 
海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

９月２２日（木・祝）・２４日 ・ 
２５日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

生涯学習センター 
第１日本間 

 

やさしいヨガ ９月２３日  
午前１０時～１１時３０分 

３００円 
NPO法人ママ・ぷらす 
ヨガ同好会 
横山 
1０９０-９８９６-６４６８ 

生涯学習センター 
体育室 
 

親子ふれあい体操 ９月３０日  
午前１０時～１１時 

１～３才親子 
３００円(1家族) 
申込必要 
 

チビママサークル 
WithKids 
中村 
1０９０-２３４５-６６０５ 

生涯学習センター 
体育室 
 

体操でメリハリの 
ある声づくり 

１０月１日 ①・８日 ① 
１５日 ①② 

①午前１０時～１１時３０分 
②午後１時～２時３０分　  

無料 
(申込必要) 

 

男声合唱団フロイデ 
丹下 
1０９０-６４６８-００４９ 

小 歌謡祭 
９月１８日
午前９時 無料 下北 

1０９０-１５６６-２７２５ 

問　合 場　所 日　時 名　称 料　金 

まち歩きマーケット 
「つしまさんぽ」 

蔵ギャラリー 
つづら他 

無料 
(一部有料)

津島紡町実行委員会 
小林 
1０９０-８４７２-５６３４ 

９月３０日  
午前１０時～午後４時 
１０月１日  

午前１０時～午後６時 

外国人のための 
秋祭り見学 

津島駅集合 

無料 
定員 

外国人 ２０人 
ボランティア ５人 

つしまにほんご教室 
尾崎 
1０７０-５２５０-２６０３ 

１０月２日  
午後０時３０分～ 

４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 場所 

ちょこらぼ 
講座 

問　合 日　時 催　し 入場料 ホール 

文化会館 
催しガイド 

（８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 

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 



　月…………　　  件（　　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

　月………………　  件（　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

事故発生件数 …　   件（　   件） 
うち死亡者 ………  　人（　   人） 
犯罪発生件数 …  　 件  
（　）内は平成２８年中の累計 

総人口……　　　 人 （  　　） 
　男………　　　 人 （  　　） 
　女………　　　 人 （  　　） 
世帯数…　　　  世帯（  　　） 
８月１日現在、（　）内は前月比 

７ 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 ９ 
※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分より配布）。 

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 

７、２１日、１０月５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） １３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 
２、１４、１６、２８日、１０月７日 
午後１時３０分～４時３０分 

＋４ 
＋１５ 
ー１１ 
＋１９ 

６３,８７１ 
３１,５０６ 
３２,３６５ 
２５，８４４    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［７月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 

 

市内の 
火災 

救急車の 
出動回数 

津島データファイル 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 行政相談 ２日、１０月７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 

１、８、１５、２９日、１０月６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 

９、２３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） ６、２０日、１０月４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、５、８、１２、１５、２６、２９日、 
１０月３、６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 
６、１３、２０、２７日、１０月４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 
７、１４、２１、２８日、１０月５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） 

７ 

１２ １ 

１,６６０ ２８１ 

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） 

国民健康保険税…第５期　　介護保険料…第６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…９月分 
後期高齢者医療保険料…第３期 

納期限　平成２８年９月３０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 

７、２１日、１０月５日 
午後１時～３時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

西地区子育て 
支援センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２９日 
午前１１時～正午 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

津島商工会議所相談室 
創業・第二次創業個別 
無料相談（要予約） 
 

８日、１６日 
午前９時～正午、午後１時～午後５時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

西地区子育て 
支援センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２９日 
午前１１時～正午 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

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） 

３８ 
１ 
５４ 

１８９ 
１ 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

１２　月 

ー  

第　３　期 

第　８　期 

１１　月 

ー  

ー  

第　７　期 

１０　月 

第　３　期 

ー  

第　６　期 

「市政のひろば」つしま2016.9３０ 

 



　　　　 

２月から６月にかけて、撮影された津島の魅力再発
見をテーマにした写真コンテストの表彰式が行われ
ました。 
桑名市在住川崎幸雄さんの作品「大松明が進む」

が金賞を受賞。「ＲＥＤＩＳＣＯＶＥＲＹ　ＴＳＵＳＨＩＭＡ」
写真コンテストによる津島の四季が全て揃いました。
今後は、津島の四季のポスターとして、津島の魅力
を発信します。 
また、シンポジウムでは、コンテスト審査委員長で
ある写真家の浅井慎平氏から「四季の写真コンテス
トを通じて、津島は、固有の雰囲気、たたずまいのあ
るまちと感じました。今後の魅力発信につなげてほ
しい」と話しました。 

１６・８・７  
津島商工会議所 
大ホール 

「2016ＲＥＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ＴＳＵＳＨＩＭＡ 
写真コンテスト春の部」表彰式 

かわいらしい「動物ちぎりパン」と、鮭とツナが入
った「おにぎりパン」の２種類に挑戦。１２組の親子が
仲良くパン作りを楽しみました。 
動物ちぎりパンでは、仕上げにチョコで動物の顔

を描くのに苦戦しましたが、親子で協力して、かわい
く仕上げることができました。 
次回は１２月にケーキ作りを予定しています。 
 

１６・８・７  
中央公民館 

夏休み親子パン教室 

子どもたちが異文化を学び、２１世紀に生きる国際
感覚を身に付ける機会とするため開催しました。 
韓国や中国の児童、生徒２１人と市立北小学校や
東小学校の児童４３人が参加しました。浴衣やチマチ
ョゴリ、漢民族の民族衣装を身に付け、国際色豊かな
会場は大にぎわい。それぞれが母校の紹介や合唱、
演奏を披露し、Ｋ‐ＰＯＰのダンスは、この日一番の盛
り上がりを見せました。子どもたちにとって、国際交
流の良いきっかけとなったでしょう。 

１６・７・２３  
文化会館小ホール 

日・韓・中子どもサミット 

歴史・文化ゾーン（津島駅西地域）の魅力ある地域
資源や小路を楽しく巡る「小路めぐりマップ」を作成
するため開催しました。５月の第１回ワークショップで
提案いただいたテーマやスポットを基に、２１のコー
ス案を設定し、各グループに分かれ、実際に小路を散
策しました。 
テーマにふさわしいルート、スポットの確認や新た
なスポットの発見のためのまち歩きです。猛暑の中、
皆さん汗だくになりながら、熱心に取り組みました。 

１６・７・３０  
津島神社参集所・ 
小路周辺 

小路めぐりマップ策定部 
第２回ワークショップ 

３１ 「市政のひろば」つしま2016.9

街 角 散 歩  

津島市市長公室シティプロモーション課　〒４９６－８６８６　愛知県津島市立込町２－２１　1０５６７－２４－１１１１ 
     http://www.city.tsushima.lg.jp 

携帯サイトから施設の所在地・電話番号が確認できます（別途通信料が必要です）。 

「市政のひろば」にご自身の写真が載っている場合、お申し出いただければ差し上げます。 
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