
１,０００円 
素地から作る七宝体験 
（要予約） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

８月１２日  
午前１０時～午後３時 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

２,０００円 有線七宝の 
バッグチャーム（要予約） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

８月３１日  
午前１０時～正午 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

２,５００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「あさがおのブローチ」 
（要予約） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

８月２３日 ・２４日 ・２６日 ・ 
２７日 ・２９日 のいずれか一日 
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 

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 

夏休み期間中の七宝焼 
体験教室開催時間内 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
 

５００円 
ワンコイン七宝体験 
（銅素地のキーホルダー） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

８月１２日 ・１３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 

プール入場料 
(大人４５０円、 

中学生以下２００円、 
３歳未満は無料)

海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

８月６日 ・１３日 ・ 
２０日 ・２７日  

受付：午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
プール 

みんなであそぼう 
～プールでゲーム～ 

みどぽんのへや 無料 
海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

８月１日 ～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 
水野幸代ダンスリサイタル 
２０１７夏を楽しむ 

８月１１日（金・祝） 
午後１時３０分 無料 

水野 
1０９０-２６１０-９７２８ 

小 第１８回ピアノ発表会 
８月１１日（金・祝） 

午後１時 無料 
みわ音楽教室 
1４６-３２３２ 

小 ピアノ発表会 
８月２０日
午後１時 無料 

吉村 
1２４-７３８３ 

大 
ドラゴンゲートプロレス 
津島大会 

８月２４日
午後６時３０分 有料 

ドラゴンゲート 
　  ticket-info@dg-pro.jp

小 
原田麻衣ピアノエレクトーン 
リサイタル 

８月２７日
午後３時２０分 無料 

原田 
1０９０-２９２７-１０２５ 

大 名古屋ＲＤＦＣ 
アニバーサリー 

９月２日 午後１時 
９月３日 午前９時 無料 

大浜 
1０９０-４２１７-０８２９ 

生涯学習 
センター 

津島カルタ読み上げ 
教室 

８月３日
９月７日  
両日とも 

午前９時３０分～１１時 

さわやか同好会 
河村 
1０９０-９１７１-３７１３ 

無料 
（要予約） 

巣箱・えさ台づくり教室 無料 
弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

８月２０日  
午後１時３０分～４時 

（事前申込７月２３日～） 

弥富野鳥園 
２階会議室 
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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 

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 

（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 日　時 催　し 料　金 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 



　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（  　　） 
７月１日現在、（　）内は前月比 

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 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

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 

1２３‐０１５０ 
海部地域消費生活センター 

海部総合庁舎１階 消費生活相談 
月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前９時～午後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 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 

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 
 

津島商工会議所相談室 

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 

３、２４日 
午前９時～午後５時 
 1０１２０‐８１‐１５０５ 

（電話相談） 

創業・第二次創業個別無料相談 
（要予約） 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

２５日 
午前１１時～正午 

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 

２、１６日、９月６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） ８日　午後1時～４時 

産業振興課企業誘致・商工・消費Ｇ 
内線２４５２ 

市役所１階相談室 消費生活相談（巡回相談） 
７、１４、２１、２８日、９月４日 
午前９時３０分～正午 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 

行政相談 ４日、９月１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 
３、１０、１７、２４、３１日、９月７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 
２５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） １、１５日、９月５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 
３、７、１０、１４、１７、２１、２４、２８、３１日、 
９月４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 
１、８、２２、２９日、９月５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 
９、１６、２３、３０日、９月６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 

２、１６日、９月６日 
午後１時～３時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

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､保育所利用者負担金…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２９年８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 

１１　月 

ー  

ー  

第　７　期 

１０　月 

第　３　期 

ー  

第　６　期 

９　月 

ー  

ー  

第　５　期 
５ 

ー２５ 
ー１２ 
ー１３ 
＋１０ 

６３,４３０ 
３１,２８４ 
３２,１４６ 
２５，９８５    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［５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 

５ 

８ １ 

１,１９２ ２２４ 

津島データファイル 

３２ 
１ 
５７ 

１４９ 
１ 

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） 

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 
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神守小学校見守り隊の発足式が行われました。今
年度に入り、子どもたちの登下校の見守りに協力で
きる方を募り、そのうちの３０人ほどが発足式に集ま
りました。 
神守小学校支援地域本部の木村本部長から子ど

もたちへ見守り隊の説明があり、子どもたちは見守
り隊の方々へ「よろしくお願いします」と元気よくあ
いさつをしました。 
その後、見守り隊の方は近所の通学団の子どもた

ちと一緒になって下校していきました。 

１７・７・３
神守小学校 

あんしん・あんぜん 
地域の目 

第２６回津島・海部地区小中学生水泳競技大会が
総合プールで開催され、多くの児童・生徒が参加しま
した。 
朝から強い日差しが照りつける中、子どもたちは

自己ベストを目指して、一生懸命に泳いでいました。 
観覧席や選手同士からも競技者に向けて、この日
の日差しと同様、熱い声援が送られていました。 
午後からは天気が崩れたため、一部の競技は８月６

日 に順延されましたが、当日も熱戦が期待できそ
うです。 
 

１７・７・２
総合プール 力を出し切るぞ 

毎年イベントがもりだくさんのたなばた会。 
暗くした部屋で、蛍光カラーに光る絵人形やお星

さまを動かしながら、七夕にまつわるお話がありまし
た。他にも、すいかや海水浴といった夏らしい絵本の
読み聞かせ、手遊び、フラダンスの練習も。 
また、折り紙で金魚を作り、シールやペンを使って
自分だけのオリジナルうちわを作りました。 
最後に、短冊に願い事を書きました。みんなの願

いがかなうといいですね。 

１７・７・１
市立図書館 願い事はなにかな？ 

新開保育園の園児３４人が「しょくまるファイブ」と
いうキャラクターが登場する紙芝居を見て、５つの食
品グループについて学びました。 
また、しっかり朝食を取ってこなかったという設定
の保育士が体調不良になり、足りなかった食品を実
際に食べて体調が回復する寸劇も披露されました。
子どもたちは、みるみる元気になっていく先生の姿
を見て、バランスの良い食事の大切さを理解したよ
うでした。 

１７・６・３０
新開保育園 

朝食を食べて 
きましたか？ 

２９ 「市政のひろば」つしま2017.8

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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内線２３５３ 
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