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南小学校　６年 
舘　綾花さん 

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。 

心に残った学習発表会 

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 

［ 　 ２月の休館日 　 ］ 

『ゆきゆきゆき』　たむら しげる　作　福音館書店 
 

２８日

『日本と世界の祭り』　小学館 
 

『ニセモノ図鑑』 
二宮 敦人　著 
河出書房新社 

『夢の３６０度開脚を叶える本』　芹澤 宏治　監修　　出版社 
 

『田中角栄 人を動かす話し方の極意』　齋藤 孝　著　朝日新聞出版 
 

『うおいちば』 
安江 リエ　文 
田中 清代　絵 
福音館書店 

みなさんがよく食べているお魚。
お店にならぶ前は「うおいちば」と
いう所でお魚が売り買いされてい
ます。そのうおいちばではたらい
ているのがきよちゃんの家族です。 
今日はきよちゃんがうおいちば
へ見学にきています。たくさんの人、
たくさんのお魚がいる初めての場
所です。おじいちゃんにあんない
してもらいながらいろんなお魚を
目にします。そこでおじいちゃん
が「おばあちゃんのために探して
ほしいお魚がある」と、きよちゃん
にお願いしました。お魚の名前は“き
んめだい”。ぶじに見つけられる
でしょうか。 

徳川家康の書、雪舟の絵といっ
た有名人の書画から、天目茶碗な
どの当時人気の陶磁器まで、日本
には本物以上に「ニセモノ」とい
われるものが存在します。この本
は各地で発見された「ニセモノ」
を歴史的観点から幅広く取り上げ、
鑑定のポイントを詳細に解説して
います。中でも長い歴史のある「人
魚」のニセモノは、日本書紀の記
述から始まり、名古屋城下で見世
物になった江戸時代までを紹介し
ており、当時かなりの人気があっ
たことが分かります。 
博物館等で見かける手で触れ

る銅鐸や土器類の「レプリカ」、貝
の代わりに粘土で作られた腕飾り
の「イミテーション」など、「ニセ
モノ」の奥深さが楽しめる一冊です。 

私は、１１月１９日に行われた学習発表
会を精一杯がんばりました。理由は、小
学校生活で最後の学習発表会だからです。 
私は、歌を歌うのは好きだけれど、大き

な口を開けたり、大きな声で歌ったりす
るのは、最初は、はずかしかったです。で
も練習を積み重ねていくうちに、人に気
持ちを伝えようという思いが高まってきて、
どんどん大きな口や声で歌うことができ
るようになりました。二番目の曲では太
こをたたきました。最初のうちは、リズム

がくるったり、ピアノと太こは合っている
のに歌がずれたりしていました。本番前
にも、少しずれたりしていました。当日に
は、すごくどきどきしながら二番目の曲
のときに、手のふるえが止まらず、あせり
ました。でもずれずに劇がおわり母の所
へいくと、母の目にはなみだがあり、その
顔をみて、６年生全員で一生けん命やっ
てよかったなと思いました。 
このがんばりを、中学に行っても続け
たいと思います。 
 

たち あや  か 

「市政のひろば」つしま2017.2２４ 

市役所　124-1111 子どもの目、ほんのひととき 



無料 
須成祭ユネスコ 
無形文化遺産登録記念事業 

蟹江町歴史民俗 
資料館 
1９５-３８１２ 

２月１２日  
午後２時～ 

蟹江中央公民館 
集会室 

無料 
第９回企画展 
平成２９年度愛鳥週間ポスター 
応募作品展② 

弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

２月４日 ～１９日  
午前９時～午後５時 

愛知県弥富野鳥園 
本館２階会議室 

５００円～ 七宝焼おトク体験会 
あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

２月１８日  
午前１０時～正午 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
体験工房 

２,０００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「マーブル七宝のペンダント」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

２月１５日 ～１９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９回探鳥会 弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

２月１９日  
午前１０時～正午 

愛知県弥富野鳥園 
保護地内 

無料 
みんなであそぼう 
～ひなかざり～ 

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

２月２５日 ・２６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 
～なるほど？やってみよう！～ 

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

２月１日 ～１９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 
小ホール 
 

親子ふれあい 
交流会 

２月８日
午前１０時３０分～正午 

 

チビママサークル 
ＷｉｔｈＫｉｄｓ 
岡本 
1０９０-３９３４-３４３８ 

大 
ふれ愛チャリティーコンサート 
（ザ・ワイルドワンズ） 

２月１２日
午後２時 有料 

虹の里八開 
1３７-３３３８ 

大 ON  STAGE
２月１８日
午後４時３０分 有料 

ＯＮＥＵＰ 
ダンススクール 
1５５-７０８６ 

大 
ドラゴンゲートプロレス 
２０１７ 津島大会 

２月２３日
午後６時３０分 有料 

ドラゴンゲート 
　 ticket-info@dg-pro.jp

大 松かおり歌謡祭 ２月２６日  
午前９時１５分 無料 

松 
1０８０-３２８５-２３６６ 

問　合 場　所 日　時 名　称 料　金 

煎茶を楽しむ 蔵Galleryつづら ５００円 
煎茶の会 
神谷 
1２８-１０６４ 

３月５日  
午前１０時～ 
午後３時 

津島でら寺巡り 
お寺deヨガ体験 
 

照蓮坊 
本堂 

８００円 
※ヨガマットまたは 
バスタオル持参 

３月５日  
午前１０時３０分～ 

正午 

津島でら寺巡り 
写仏塗り絵と薬膳粥 

吉祥寺 
本堂 

１,０００円 
津島れんげの会 
山内 
1０９０-６６４６-０２４０ 

３月５日  
午前１０時～ 
（随時） 

津島でら寺巡り 
ワンコイン写仏・写経体験 

観音寺 
座敷 

５００円 
(お茶菓子付)

３月５日  
午前１０時～ 
（随時） 

０～３才親子 
無料 
※事前申込 
 

生涯学習センター 
第３会議室 

誰でもカンタンに 
できる速読『楽読』 

２月９日 、 
２５日  
午後７時 
 

楽読 津島スクール 
浦地 
1０９０-６３３７-１２８７ 

無料 

生涯学習センター 
小ホール はじめてのお筝 

２月１０日  
午後６時～８時の内、 

３０分程度の個人レッスン 

美鶴会 
鶴見 
1０９０-８１５１-６７６７ 

５００円（先着順） 
※事前申込 
 

生涯学習センター 
小ホール 

津島カルタ 
読み上げ教室 

２月２５日  
午前９時３０分～１１時 

津島市市民活動団体 
さわやか同好会 
河村 
1０９０-９１７１-３７１３ 

無料 
(申込必要) 
※小学生以下は 
保護者同伴 

 

大 自由演奏会ｉｎアマ ２０１７ 
３月５日  
午後２時１５分 無料 

斎藤 
1０９０-８１５２-０９１２ 

２５ 「市政のひろば」つしま2017.2

※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 

1２４‐１１１１ 

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 

（１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 日　時 催　し 入場料 場所 

ちょこらぼ 
講座 

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（  　　） 
１０月１日現在、（　）内は前月比 

　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（  　　） 
１月１日現在、（　）内は前月比 

１２ 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 １２ 

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、１月４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、２１日、１月６日 
午後１時３０分～４時３０分 

ー５３ 
ー３５ 
ー１８ 
ー７ 

６３,７０２ 
３１,４４９ 
３２,２５３ 
２５，８８３    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［１２月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 

 

市内の 
火災 

救急車の 
出動件数 

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、１月６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、２２日、１月５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 

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、１９、２２、２６日、１月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 
６、１３、２０、２７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、１月４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 

ー 
（電話相談） 

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 
公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部 

１２ 

１９ ０ 

２,９３６ ２５９ 

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） 

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、１月１１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、１６日 
午前９時～正午、午後１時～５時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

東地区子育て支援 
センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２７日 
午前１１時～正午 
 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

月曜日～金曜日 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 ２ 
※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分から配布）。 

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 

１、１５日、３月１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） １４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 
３、８、１７、２２日、３月３日 
午後１時３０分～４時３０分 

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 ３日、３月３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 

２、９、１６、２３日、３月２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 

１０、２４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） ７、２１日、３月７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 

２、６、９、１３、１６、２０、２３、２７日、 
３月２、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 
７、１４、２１、２８日、３月７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 
１、８、１５、２２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 
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 
午前１０時～午後４時 

1０５６２‐３１-１９１１ 
（電話相談） 

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 

１、１５日、３月１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） 
 

１０、２１日、３月７日 
午前９時～正午、午後１時～５時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

東地区子育て支援 
センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２４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 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
（電話相談） 

３４ 
０ 
５０ 

３３６ 
１ 

固定資産税･都市計画税…第４期　　国民健康保険税…第10期 
介護保険料…第11期　　市営・改良住宅家賃､住宅新築資金等償還金､ 
保育所利用者負担金…２月分　後期高齢者医療保険料…第８期　　 
下水道事業受益者負担金…第４期 

納期限　平成２９年２月２８日今月の市税や料金など 

市税の今後の納期 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国 民 健 康 保 険 税  

５　月 

ー  

ー  

第　１　期 

４　月 

ー  

第　１　期 

ー  

３　月 

ー  

ー  

ー  
軽 自 動 車 税  全　　  期 ー  ー  

「市政のひろば」つしま2017.2２６ 



　　　　 

毎年恒例の津島市消防出初式が天王川公園で行
われました。 
消防車１５台と消防職員や消防団員ら約２３０人が
参加し、日ごろの訓練の成果を披露しました。 
各車両からカラフルな一斉放水が始まると、見学
者から歓声が上がりました。また、女性消防団員らが
制作した、子ども向け防災ソング「コロコロマーチ」
も披露しました。 
 

１７・１・８
天王川公園 防火を願って一斉放水 

１月中旬としては、最強クラスと言える氷点下４０度
以下の寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まり、
最大級の寒波が到来しました。その影響により、１４
日から降り出した大雪で、津島市内は一面、雪景色に
なりました。 
天王川公園の雪景色は、天王川八景のひとつにな

っていて、「銀雪に影沈める天王川公園（雪の風景）」
と称されています。 
 

１７・１・１５
天王川公園 今年初めての大雪 

今年はユネスコ効果もあってか、例年以上の参拝
者が初詣に訪れ、大切な人と一緒に幸せを願う姿が
見られました。 
元旦から、公式キャラクターのつし丸・マッキー・ふ

じかが津島のＰＲに駆けつけると、写真撮影にひっぱ
りだこ。 
１月４日～７日には、８の字にくぐると１年間無病息
災のご利益があるといわれる「茅の輪くぐり」が行わ
れました。 
 

１７・１・２  
津島神社 今年の願いは…？ 

昨年１２月、「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文
化遺産へ登録されたことを受け開催した「祭りシン
ポジウム」。 
木曽三川流域の４つの祭（尾張津島天王祭、犬山祭、
大垣祭、桑名石取祭）の代表者が集まり、課題や今後
の展望について意見交換を行いました。 
祭りの担い手や資金の確保に悩む町内が多い現
状があるものの、学校でお囃子を教えたり、連携して
祭りの宣伝をするなど新しい提案も飛び出しました。 
 

１７・１・１４
文化会館小ホール 

今後の祭りに 
期待ふくらむ 
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