
の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ １１月 
持ち物 定員 対象 受付時間（開催時間） 日 種別 

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 

２１ 午後１時～２時の 
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　 

３０ 午後１時～１時４５分 
平成２７年１１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 ７ 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 

８

２９

午後１時～２時３０分の 
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 

―― 
１０

１７
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２６年１１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２８年４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 

９

１６

離乳食 
後期 １５

午前９時４５分～１０時 
(午前１０時～１１時３０分)

教室開催月に９～１２カ月ごろになるお子さんを 
もつ保護者 
内容：離乳食後期から完了期のお話と試食など 

２０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。  

★看護師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します。 ★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） 

月～金（祝日を除く） 
午前９時３０分～１１時 

１０月２０日 １１月１７日
※要予約 
※上記以外の日程でも 
　相談可 

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（祝日を除く） 
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。 

お口の健康相談 歯みがきの方法等、歯科に関すること。 

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。 

事業名 内　容 開催日時・場所 
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２,５００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「もみじのブローチ」（要予約） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

１０月１５日 ・１８日 ～２１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 

２,０００円 
干支（戌）のミニプレート作り 
（要予約） 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

１０月２６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 

無料 第３６回かにえ町民まつり 
蟹江町役場 
ふるさと振興課 
1９５-１１１１（内線４４３） 

１０月７日 ・８日  
午前１０時～午後５時 

蟹江町役場周辺 

無料 第５回探鳥会 
弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

１０月２２日  
午前１０時～正午 

弥富野鳥園 
保護地内 

無料 弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

１０月８日  
午前１０時３０分～１１時３０分 

弥富野鳥園 
保護地内 

第５回ミニ探鳥会 

ミニ汽車に乗ろう 無料 
海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

１０月７日 ・８日 ・９日（月・祝） 
受付：午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
中央広場 

大 避難訓練コンサート 
１０月３日  
午前１０時 無料 

津島市文化会館 
1２４-１１２２ 

大 山口タツ子１０周年記念歌謡祭 
１０月１５日  
午前９時３０分 無料 

山口 
1０５２-４３２-０１５１ 

小 花道家元未生流秋季花道展 
１０月１５日
午前１０時 無料 

篠邉 
1３１-３０７５ 

大 ゴルゴ松本氏講演会「命の授業」 
１０月１９日  
午後６時 有料 

津島市文化会館 
1２４-１１２２ 

大 ドラゴンゲートプロレス 
津島大会 

１０月２６日  
午後６時３０分 有料 

ドラゴンゲート 
　 ticket-info@dg-pro.jp

小 華スペシャル 
１０月２６日  
午前９時４０分 無料 

小柳 
1２６-６０５７ 

大 チャリティー歌謡コンサート 
１０月２９日
午前９時３０分 無料 

吉永 
1４６-４０３６ 

生涯学習 
センター 

iPadを使った 
認知症予防講座 

１０月５日  
午前１０時３０分～１１時３０分 

特定非営利活動法人 
ライフサポートみわ 
西島 1０９０-３９５４-０７５７ 

５００円 

生涯学習 
センター 

世界のことばで遊ぼう！！ １０月２１日  
午後２時～３時３０分 

ヒッポファミリークラブつしま 
谷川原 
1０９０-７０４６-６２１６ 

３００円 

生涯学習 
センター 

パステルアート教室 １０月１１日
午前９時～正午 

「光」　平野 
1０９０-８６７３-８４０４ 

５００円 

野鳥撮影会 無料 
弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

１０月２２日  
午後１時３０分～３時 

弥富野鳥園 
保護地内 
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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 

（９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（  　　） 
９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 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

１２、２６日 
午前９時～午後４時４０分 
 

創業・第二創業個別無料相談 
（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 

１９日 
午前１１時～正午 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 １０ 
※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 

４、１８日、１１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） １０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） 
２、１６、２３、３０日、１１月６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 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 
５、１２、１９、２６日、１１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 
１３、２７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） ３、１７日、１１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、５、１２、１６、１９、２３、２６、３０日、 
１１月２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 
３、２４、３１日、１１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 
４、１１、１８、２５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 

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 

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 

４、１８日、１１月１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３期　　国民健康保険税…第６期　　介護保険料…第７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…10月分 
後期高齢者医療保険料…第４期　　下水道事業受益者負担金…第２期 

納期限　平成２９年１０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 

１２　月 

ー  

第　３　期 

第　８　期 

１　月 

第　４　期 

ー  

第　９　期 

１１　月 

ー  

ー  

第　７　期 
７ 

ー５ 
ー１２ 
＋７ 
＋１４ 

６３,３８７ 
３１,２６７ 
３２,１２０ 
２６，０１２    

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 
出動件数 

津島データファイル 

７ 

８ ０ 

１,６４９ ２５２ 

津島データファイル 

２３ 
１ 
４７ 

２０８ 
２ 

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 

ー 
（電話相談） 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
勤労者安心ネットワークセンター 
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ＮＨＫラジオ第１で全国放送されている「夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会」が津島市にやってき
ました。この日は早朝にもかかわらず、市内外から
１２４０人の参加がありました。 
全国へ元気を届けようと、大きな声で「おはようご

ざいます！」とあいさつ。生ピアノ演奏に合わせて、ラ
ジオ体操第一・第二を行いました。 
参加したみなさんは一緒に汗を流し、さわやかな
朝を迎えました。 

１７・８・１０
東公園多目的広場 

みんなで　いち、に 

満１００歳（大正６年生まれ）のお祝いとして、日比
市長がご長寿のお宅を訪問し、記念品を手渡しました。 
「元気の秘訣はなんですか？」と市長が尋ねると、
「１日３食食べることです」と答える場面も。 
今年は男性１人、女性９人の方が１００歳を迎えます。 
数え９０歳の方２３２人には老人クラブ員と市職員が
訪問し、お祝いの言葉と記念品を贈りました。 

元気の秘訣は？ 

災害時に活躍できる人を育てる「防災リーダー育
成教室」を行い、市内の４中学校の１年生３９人が受講
しました。 
地震発生時の自宅の家具の危険性の確認、倒壊
家屋の下敷きになった人の救助やＡＥＤを使った心
肺蘇生法、避難所運営ゲームなど、「自助・共助・公助」
の観点から様々な訓練をしました。 
受講した生徒たちは、災害に対する正しい知識や
技能を習得し、地域の防災リーダーの一員になりま
した。 

１７・８・２５
消防本部 

いざという時の 
頼りになります 

中京大学スポーツ科学部教授である湯浅景元氏
を講師に迎え、「一流スポーツ選手に学ぶ健康法～
適切な睡眠・食事・運動～」というテーマで、講演を
していただきました。 
スポーツ選手の例を見ながら、選手の能力を伸ば
す方法や、健康維持のポイントを学びました。椅子に
座ったままでできる健康運動も会場全体で行いまし
た。 
様々な事例の紹介に、ホールいっぱいの受講者か

らは度々驚きの声が上がりました。 

１７・８・１９
文化会館小ホール 

１７・８・３１
市内各所 

目からうろこの健康法 
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