
の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ ４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） 

事業名 内　　容 日　時 

月～金（祝日は除く） 
午前９時３０分～１１時 

３月１７日 、４月１４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 

HAPPYマタニティ 
（育児編） ２３ 午前９時４５分～１０時 

(午前１０時～１１時４０分)

妊娠中の方とその家族 
内容：赤ちゃんの生活や特徴についての講話、 
お父さん向けに赤ちゃんのお世話の実習、 
お母さん向けにストレッチの実技 

３０人 
予約制 

母子健康手帳 
※動きやすい服装で 
ご参加ください 

２歳児歯科 
健康診査　 ２０

午後１時～１時４５分 
（指定された時間） 

平成２７年４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 
仕上げ磨き用歯ブラシ 
タオル 

―― ＢＣＧ 
予防接種 １１ 午後１時２０分～２時 

（指定された時間） 
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 

５

１９
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 

―― 
１４

２８
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２６年４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９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 

１３

２７

離乳食 
前期 ２６

午前９時４５分～１０時 
(午前１０時～１１時３０分)

教室開催月に生後４～７か月ごろ 
になるお子さんをもつ保護者 

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。   
☆平成２９年度の予定につきましては、都合により変更する場合がありますので、市政のひろば４月号でご確認ください。 
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行事名 

ハイハイ広場 ３月１５日 午前１０時３０分～１１時１５分 なし 無料 なし 身長・体重計測と 
ふれあい遊び ０歳児親子※１ 当日受付 

３月１０日 午前１０時３０分～正午 １０組 材料費 
２００円 

エプロン、三角巾 
お茶、食器 親子で楽しく作ろう 幼児親子 親子クッキング ２月２４日 ～ 

開催日 時間 対象 受付期間 定員 内容 参加費 持ち物 

お母さんのリラックス法と 
ふれあい遊び ベビーマッサージ ３月１７日 午前１０時３０分～１１時３０分 １０組 材料費 

５００円 
バスタオル 

水分補給できるもの ０歳児親子※２ ３月８日 ～ 

○開館時間：午前９時３０分～午後５時（水曜日午後・木曜日・祝日の休館日を除く）○児童館に貴重品・ゲームを持ってこないようにしましょう。    
○定員のあるイベントの受付は、電話または直接児童館まで(定員になり次第受付終了)　※１ 生後４カ月ごろ～満１歳ごろ　※２ 生後１カ月健診後～満１歳ごろ 

中央児童館クラブ員募集（前期） 

午前１０時～正午 第３土曜日 ２０人 

２０人 

テーマをもとに描写を楽しむ 小学３～６年生 絵画クラブ 

午後２時～３時 

午後４時５分～４時５０分 

午後３時１５分～４時 

午前１０時～１０時４５分 

午前１０時～１０時４５分 

午前１１時１５分～正午 

第３土曜日 花の名前を覚えながら 
花のアレンジを楽しむ 

小学１～６年生 アレンジフラワー 
クラブ 

第２･４金曜日 ２０人 小学生の体操教室 小学１～３年生 体操クラブＡ 

第２･４金曜日 ２０人 小学生の体操教室 小学１～３年生 体操クラブＢ 

第２･４月曜日 ２０組 
体を動かすことを中心とした 

親子ふれあいの場 

平成２６年４月２日～ 
２７年４月１日に 

生まれた子とその保護者 

幼児体操クラブ 
（２歳児） 

第３月曜日 ２０組 親子遊びの場 
平成２７年１０月１日～ 
２８年４月１日に 

生まれた子とその保護者 

きんぎょクラブA 
（１歳児） 

第３月曜日 ２０組 親子遊びの場 
平成２７年４月２日～ 
２７年９月３０日に 

生まれた子とその保護者 

きんぎょクラブB 
（１歳児） 

１５人 午後４時～５時 第３金曜日 
ルール・マナーを覚えながら 

卓球を楽しむ 小学３～６年生 卓球クラブ 

※アレンジフラワークラブは、花材費の一部として２，１００円(６回分）が必要となります。      

※きんぎょクラブ・幼児体操クラブは、幼児とその保護者の遊びの実践教室です。      

※きんぎょクラブについて、定員に満たない場合は、ＡＢ同時開催（午前１０時から）の可能性があります。その際は電話にて連絡させていただきます。      

※昨年度まで開催していましたゲームクラブ・工作クラブ・折り紙クラブ・ひよこクラブについては、今年度より申込み受付は行いません。      

　どなたでも参加できるようになりますので、児童館だよりをご確認の上お越しください。      

※日程は、祝日の関係、講師の都合等で変更になる場合があります。また天候等により中止させていただく場合があります。     

問合　中央児童館　1２６－３５４０ 

平成２９年度前期（４月～９月）のクラブ員を募集します。 
○申込期間 　３月１日 ～１０日 　　 ※開館時間内での受付になります。 
○申込場所 　中央児童館（申込用紙の記入をお願いするため、電話での受付はできません） 
○抽選　　　　　定員を超えた場合は、３月１１日 午前１０時から、中央児童館で公開抽選を行います。  
　　　　　　　　※定員に満たない場合は、３月１７日 から随時受付、定員になり次第終了します。    
○抽選結果発表　３月１７日 から中央児童館でお渡しします（昨年度まで郵送でお知らせしていましたが、 
　　　　　　　　今年度から児童館で受け取ってください）。 
 
○クラブ員募集内容 
 

３月２４日 午前１１時～１１時３０分 なし 無料 なし 手形と親子遊び ３月生まれの 
未就園児親子 

３月１日 ～ 
２２日

３月生まれ 
お誕生日会 

３月２５日 午後２時～３時 なし 無料 卓球中学生 
高校生 スポーツあそび 当日受付 お茶・上靴 

３月６日 ～ 
３１日

午前１０時～午後４時３０分 なし 無料 色々な材料を使用し、 
春を楽しみましょう 

乳幼児親子 
小学生 製作あそび 当日受付 お茶・上靴 

時間 日程(予定） 定員 内容 対象 クラブ名 

「市政のひろば」つしま2017.3２４ 

市役所　124-1111 中央児童館 



無料 桜ライトアップ 

蟹江町観光協会 
（蟹江町役場ふるさと 
振興課内）
1９５-１１１１ 

４月上旬（予定） 
佐屋川創郷公園・ 
足湯かにえの郷 

無料 
鳥撮倶楽部野鳥写真展 
(第１０回企画展） 

弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

３月１５日 ～３１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 
ワンコイン七宝体験 
「丸型ストラップを 
つくろう」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

３月１８日 ～３１日  
の体験教室開催時間内 

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 
「桜のブローチ」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

３月１２日 ・１４日 １５日  
１７日 ・１８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１０回探鳥会 
弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

３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 
～けん玉であそぼう～ 

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

３月１１日 ・１２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 春休み親子探鳥教室 弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

３月２６日  
午前１０時～正午 
　（要事前予約） 

愛知県弥富野鳥園 
本館２階会議室 
及び保護地内 

無料 
みんなであそぼう 
～記録に挑戦～ 

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

３月２０日（月・祝）・２６日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的広場 

無料 
みんなであそぼう 
～ボール～ 

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

３月１９日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
多目的広場 

小 ピアノ発表会 
３月１８日
午後１時３０分 無料 

飯尾 
1２６-２３３３ 

大 ビクター定期発表会 
３月２６日
午前１０時 無料 

山川 
1０５２-４６１-２００８ 

小 
花道家元未生流 
春季花道展 

３月２６日
午前１０時 無料 

花道家元未生流事務所 
1３１-３０７５ 

小 ピアノ発表会 
４月２日  
午後１時 無料 

秋田 
1２８-１８４４ 

２５ 「市政のひろば」つしま2017.3

※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 

（２月１日現在） 
※掲載している催し物の 
　名称などは予定です。 



　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２９年中の累計 

　月………………　  件（　   件） 
（　）内は平成２９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２９年中の累計 

総人口……　　　 人 （  　　） 
　男………　　　 人 （  　　） 
　女………　　　 人 （  　　） 
世帯数…　　　  世帯（  　　） 
２月１日現在、（　）内は前月比 

１ 

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２７ 
＋２ 
ー２９ 
＋16

６３,６７５ 
３１,４５１ 
３２,２２４ 
２５，８９９    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［１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 

１ 

２ ２ 

３０３ ３０３ 

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（祝日は除く) 
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 ３ 
※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 

１、１５日、４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） 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、４月３日 
午後１時３０分～４時３０分 
４月３日は午前９時３０分～正午 

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、４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 

２、９、１６、２３、３０日、４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 

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、４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 

２、６、９、１３、１６、２３、２７、３０日、 
４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 
７、１４、２８日、４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 
８、１５、２２、２９日、４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） 

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、４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） 
 

７、１４日 
午前９時～正午、午後１時～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 

２３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） 

２４ 
０ 
４６ 

２４ 
０ 

介護保険料…第1２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…３月分 

納期限　平成２９年３月３１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  

６　月 

第　１　期 

ー  

第　２　期 
軽 自 動 車 税  ー  

５　月 

ー  

ー  

第　１　期 

４　月 

ー  

第　１　期 

ー  

全　　  期 ー  
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税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 



　　　　 

重要文化財を火災から守るため、文化財防火デー
の前日に文化財消防訓練を行いました。神社拝殿が
燃えた想定で、９台の消防車両が出動。消防職員、消
防団員と神社職員が連携して訓練に臨みました。 
放水が始まると、雲ひとつない青空には虹がかかり、
見物客からは歓声が上がりました。安川消防長は「通
報から消火まで、全員が的確で迅速な行動をとれた。
万が一の時も安心できる」と講評しました。 

１７・１・２５
津島神社 みんなで守れ　文化財 

工作や体験活動を通して、青少年とその家庭へ体
験活動の機会や情報を提供するため、「つしまおや
こワクワク体験活動フェスティバル！」を開催しました。 
会場は盛況で、小学生の子どもたちが中心。コマ
作りや手話体験、髪飾り作りなど各ブースに分かれ、
青少年関係団体や市民ボランティアの方に指導を受
けながら、真剣に取り組む姿が見られました。 

１７・２・４
文化会館大ホール 

作ってワクワク 
遊んでワクワク 

「鬼は外、福は内」という掛け声とともに、つし丸・
マッキー・ふじかが無病息災を願って、福豆やお菓子
をまきました。 
集まった人たちは、福豆を家族に持って帰ろうと
一生懸命。幼稚園児からお年寄りまで、たくさんの人
が手を伸ばしました。 
【豆知識】豆まきにお菓子をまくのは、尾張地方で
始まったとされ、全国的には珍しい風習のようです。 

１７・２・３  
津島神社 

豆をつかんで 
福もつかんで 

今回の天文工作教室のテーマは「わゴムで飛ばす
ぜ！わゴムひこーき」。身近にある材料で、子どもで
も簡単に作ることができます。輪ゴムを取り付けた、
色とりどりの紙飛行機と発射台が完成すると、いよ
いよ飛ばします。ちゃんと飛ばすことができるでしょ
うか。 
「すごい飛ぶ！」想像以上に速く遠くに飛ぶ紙飛行
機に、子どもたちは大興奮。天井に向かって飛ばした
り、フラフープを狙ったりして遊びました。 

１７・２・１１
児童科学館 

とべ！わたしの 
ひこーき 
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街 角 散 歩  
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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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