
◇ 日 時   １１月１１日（金）１０時～１５時   

              ヘルスプラザ 休養室（和室） 

◇ 日 時   １１月１８日（金）１０時～１５時  

              塩浜地区市民センター  ２階ホール 

       

     

 

 

 

  

H 2８．１０．２０号 

平成２８年４月から乾電池の回収方法が変わりました！ 

乾電池は資源物として２週間に１回集積場に出す事が出来ますので、 

市民センターでの回収は行いません。 

資源物収集日に透明または半透明の袋に入れて袋に「乾電池」と表記してください。 

 

塩浜学童保育所は、就労などにより保護者が家庭にいない小学生が、放課後の生活の場

として利用しています。塩浜小学校の余裕教室を活動の場としています。 

塩浜学童保育所で指導員として子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。 

【内容】 

放課後や休日に子どもと一緒に遊んだり活動して、保護者の子育てを支援します。 

【対象】 

健康で子どもが好きな方で、午後 7 時までお手伝い頂ける方。 

※資格、経験は問いません。研修も受けられます。 

【有償ボランティア】時間８００円～  

【問合せ】 塩浜地区団体事務局内 塩浜学童保育所運営委員会 347-0681 

    または、担当運営委員 中村久雄 090（6098）4495 

 

主催：ふれあいサロン「ほっと」 

～塩浜地区市民センターからのお知らせ～ 

１１月１日（火）から３０日（水）までの間、 

塩浜地区市民センターの空調設備の取り換え工事を行います。 

通常通りの業務と貸館は行いますが、工事のため騒音等で、 

みなさまにご迷惑をおかけします。ご理解とご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 



   

相続登記をお忘れではありませんか？ 

  相続登記に関するご相談を法務局職員・司法書士がお受けします。 

♢日 時  １１月１２日（土） １０時～１６時 

♢場 所  じばさん三重 ５階大研修室 

※ 相談時間は、お一人様３０分程度とさせていただきます。 

なお、登記申請の事前審査的な相談には応じられません。 

 

【予約・お問い合わせはこちらまで】 

津地方法務局四日市支局総務課    TEL 353-4365 

  （平日 ８時３０分～１７時１５分まで 土・日・祝日休み） 

   ※予約申込みの際は、「じばさん三重の相談会の予約」とお伝えください。 

 

 

 

～未来につなぐ～相続登記相談会 

無料！予約優先 

「秋の火災予防運動」 １１月９日～１５日 

消しましょう その火その時 その場所で 
 これからの季節は暖房器具を使うなど、火を使う機会が増えますので、次のことに気をつけて、

火事を起こさない環境をつくりましょう。 

～火災の原因～ 

平成 2８年８月末現在の四日市市消防本部管内で発生した火災は７３件で、その主な原因は、 

放火、こんろ、電気関係です。 

～火災を防止するために～ 

●家の周りに燃えやすいものを置かない。（放火防止） 

●こんろなどを使用中にそばを離れるときは、必ず火を止める。 

●コンセントやプラグはほこりをためないように定期的に清掃する。 

●ストーブの周りに洗濯物など燃えやすいものを置かない。 

●寝たばこは絶対しない。（たばこの吸いがらを処分するときは水に浸す） 

●たき火は風の強いとき、空気が乾燥しているときは行わない。 

～火災から身を守るために～ 

●住宅用火災警報器が、適切に作動することを確認し、ホコリなどをふき取りましょう。 

●住宅用消火器などを設置しましょう。 

●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣り近所の協力体制をつくりましょう。 

 

◆防火ポスター・防火習字作品展 

♢日にち   11 月７日(月)～11 月 2０日(日)  

♢場 所   イオンモール四日市北 

♢内 容   保育園・幼稚園児や小・中学生の優秀作品を展示 

 

問合せ   消防本部予防保安課（ＴＥＬ ３５６－２０１０ ＦＡＸ ３５６－２０４１） 



  

おうちで、赤ちゃんへの読みきかせをする時のちょっとしたコツを知りたい。

どんな絵本を読んだらいいかを迷っている。そんな人、お待ちしています。 

おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、ぜひどうぞ！ 

 ♢日時  11 月 27 日(日)  10 時～11 時 30 分 

♢場所  四日市市立図書館  3 階会議室 

 
講  師   図書館職員 

対  象   市内在住の乳幼児の保護者 

定  員   20 名(応募多数の場合は抽選) 

受 講 料   無料 

託  児   未就学児のみ(事前申込要) 

申込方法   ハガキ、メール、電話、FAX、窓口にて受付 

       ※住所、名前、電話番号、また、託児を希望される方は、 

子どもの名前、年齢を添えてお申し込みください。  

締  切   11 月 10 日(木)必着 

あ て 先   〒510‐0821 

       四日市市久保田 1 丁目 2－42 

       四日市市立図書館「よみきかせ はじめのいっぽ！」係 

       ＴＥＬ 352-5108  FAX  352-9897 

       E-mail:tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp 

思ったことや 

自分の気持ちを 

自由に書いてみよう！ 

♢日 時  12 月 4 日(日) 10 時～11 時 30 分 

♢場 所  四日市市立図書館 ３階会議室 

♢対 象  小学３年生以上の児童とその保護者 

♢定 員  10 組 20 人（応募多数の場合は抽選） 

♢参加料  無料 

♢講師  「詩を読む会」 詩人 津坂治男さん 

申込み方法 
11 月 20 日(日)（必着）までに、参加者の住所、参加者全員の名前（フリガナ）、 

電話番号、学年を、はがき（一組一枚）に記入して、お申込みください。 

宛先：〒510-0821 四日市市久保田一丁目 2 番 42 号  

市立図書館「詩を作ってみよう」係 
※直接図書館へ申し込む場合は、保護者の連絡先を書いたはがきを、児童室カウンターまで。 

 
問合せ 四日市市立図書館（ＴＥＬ 352-5108  ＦＡＸ 352-9897） 

詩に興味がある人、詩を作ってみたい人に 

オススメのワークショップです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 塩浜子育て支援センター 

です 

 

 塩浜地区の幼稚園や保育園では、みんな（０～５才くらいまで）と楽しく遊ぼうと 

園を開放しています。園のおともだちと楽しく遊びましょう！ 

♢塩浜みどり園 １１／１０・１７・２４（木）９時３０分～１１時３０分 

                

♢磯津保育園  １１／４・１１・１８・２５（金）９時３０分～１１時３０分 

♢海山道保育園 １１／１０・２４（木）9 時３０分～１１時３０分 
 

 

、 

         

 

  
♪塩浜地区市民センター  10 時 10 分～10時 50分 

♪曙 二丁目       11 時 00 分～11時 30分 

♪磯津公会所       13 時 40 分～14時 10分 

♪小 浜 町       14 時 20 分～15時 00分 

 （塩浜西保育園・塩浜幼稚園） 

室内より外での遊びが楽しく、過ごしやすい時期となりました。仲良し三輪車（二人乗り三輪車）

の後ろに小さい子を乗せて、ちょっぴりお兄ちゃん、お姉ちゃん気分を感じている子、砂場で山を

作り、トンネルを掘り、水を流して変化を喜んでいる子など、子どもたちの遊びも、広がり始めて

きています。これからも外遊びがますます楽しい「あっぷっぷ」になるといいなと思います。 

畑では、枝豆や小豆・さつま芋の収穫も終わり秋の味覚を楽しんでいます。自分たちが蒔いた種

や植えた苗が、大きく成長する様子を見守っていたお母さんや子どもたちにとっては、格別の味わ

いですね。こうした体験の中からお母さん・お父さん・おばあちゃん・おじいちゃん・子どもたち

がつながっていけるとうれしいですね。  

 

 

 

 

＊1１/１４（月） 保健師相談  10 時～11 時３０分まで   

＊1１/１６（水） 2.3 歳親子クッキング（直接センターに来ていただき予約してください） 

＊1１/２４（木） 絵本読み聞かせ １０時４５分～１１時１５分 

＊1１/３０（水） 救命講習会 （直接センターに来ていただき予約してください）  

 

問合せ 塩浜子育て支援センター ＴＥＬ＆ＦＡＸ ３４５－７９７８ 

 

毎月１０日（とおか）は父（とお）ちゃんの日です。 

http://www.fumira.jp/cut/gakkou/index2.htm
http://www.fumira.jp/cut/gakkou/index3.htm


～住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくために～ 

元気な中高年のために役立つ介護教室を開催します。 

 

主 催  塩浜地区市民センター 

共 催  社会福祉法人 風薫会 

  

 

気軽に参加して、動いて、話して、笑って、学んで 

元気な毎日を送るために、楽しいひと時を過ごしませんか！ 

 

＜介護教室＞ 

日   程 内   容 講   師 会  場 

Ⓐ11 月  4 日（金） 

Ⓑ11 月 18 日（金） 

 

身近な健康管理に 

ついて学ぶ 

 

ユマニテク医療福祉大学校 

歯科衛生学科 

   水谷 雅子 先生 

特別養護老人ホーム 

アリビオ 

 

Ⓐ12 月 2 日（金） 

Ⓑ12 月 16 日（金） 

 

介護の基本を学ぶ ユマニテク医療福祉大学校 

介護福祉学科 

伊藤 幾代 先生 

ユマニテク医療福祉大 

学校 

 

Ⓐ1 月  6 日（金） 

Ⓑ1 月 20 日（金） 

認知症について学ぶ 社会福祉法人 風薫会 

職員  

特別養護老人ホーム 

アリビオ 

 

○時間は各回１３時３０分～１５時です。 

 

 

 

○問合せ、申込み 

  社会福祉法人 風薫会 

  しおはま在宅介護サービスセンター  ＴＥＬ 349-6381 

         担当 武本・青木 まで  

 

 

 

回 

覧 

          

※同じ内容で２回開催しますので、ご都合のいい日をお選びください。 

※上記の内容で開催しますが、関心のあるものだけにご参加いただいてもかまいません。 

 

 



 

 

 

 

 

社会福祉協議会では、今秋、完成する三浜文化会館（旧三浜小学校）の開館記念行事に 

合わせて、「マイ・コレクション展 ～私の１品～」を開催します。 

自慢のコレクション、思い出の品、珍しい品などを出展してみませんか？ 

 

◇展示場所・展示期間 

三浜文化会館 地域交流室 １１月１２日（土）、１３日（日） 

 

◇募集対象 

塩浜地区在住の個人、団体 

 

◇募集内容 

・長期間にわたって収集しているもの 

・思い出のあるもの、郷土の文化に関するもの  

・今では入手困難となったものや郷愁を誘うもの 

・苦労して探し求めたこだわりの品  など 

 

◇申込み方法 

申込書に必要事項をできる限り詳しくご記入ください。出展品の写真や、概要の分かる 

資料を添付して、申込書とともに「塩浜団体事務局」まで持参あるいは郵送にて提出し 

てください。 

※申込書は、「塩浜団体事務局」、「塩浜地区市民センター」で入手できます。 

 

◇募集期限 

10月 31日(月曜日)必着 

 

◇採用結果 

募集締め切り後、応募者全員にご連絡します。なお、採用された方には、お礼として 

記念品(図書カード)をご用意させていただく予定です。 

 

◇その他 

・自動車など大型の機械や器具、宝石・貴金属、政治・宗教活動を目的とするもの、 

公序良俗に反するもの、営利目的のものは採用できません。 

・出品物の搬入・搬出は、応募者ご本人にお願いします。ただし、事情がある場合は 

ご相談ください。 

・搬入日、搬出日、展示方法などについては、相談の上決定させていただきます。 

 

 
出展は１品から 

OKです♪ 


