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♢塩浜地区市民センターの業務は
１２月２９日（木）～１月３日（火）まで休ませていただきます。
＊市民窓口サービスセンターも同様に、１２月２９日（木）～１月３日（火）まで
休ませていただきます。
＊戸籍関係の届け出（出生・婚姻・死亡届等）の受付、埋葬許可証の交付は、休み中も
市役所１階の宿直室で行います（ＴＥＬ３５４－８１７７）
♢塩浜団体事務局の業務は
１２月２９日（木）～１月３日（火）まで休ませていただきます。
＊通常の開所日 祝日を除く月曜日～金曜日 ９時～１２時 １３時～１６時
＊１月１１日（水）は１１時～１４時まで業務を休ませていただきます。
塩浜団体事務局
ＴＥＬ＆ＦＡＸ３４７－０６８１

◆募集人数

６人

◆職務内容
◆任
期
◆勤 務 地

地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日（再任用する場合もあります）
各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）

◆主な受験資格

次の要件をすべて満たす人
これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること。
夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

①
②
③
④

⑤ 四日市市に在住する人。
◆募集期間
◆応募方法

平成２９年１月６日（金）～１月２３日（月）（必着）
市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に
必要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。
持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８時３０分～１７時１５分
までにお願いします。

◆問 合 せ

市民生活課（ＴＥＬ３５４－８１４６）

◇日
◇集
◇対
◇内

時
合
象
容

１月１９日（木）１３時～１６時１５分（雨天決行）
塩浜地区市民センター
塩浜地区にお住まいの方（定員３０名）
○日永浄化センターの見学
○クノール食品㈱中部事業所のカップスープの製造施設の見学
(移動は貸切バスを利用します)

◇参加料 無料
◇留意点 工場見学では階段の上り下りがあります。衛生のため長ズボンの
着用をお願いします。

◇日
◇集
◇対
◇内

時
合
象
容

１月２７日（金）９時５０分～１７時００分（雨天決行）
塩浜地区市民センター
塩浜地区にお住まいの方（定員３０名）
○味の素㈱東海事業所の食品製造施設とバードサンクチュアリ
の見学

○三浜文化会館で昼食休憩
○四日市市クリーンセンターの見学
○中消防署中央分署で消防指令センターや大型放水砲車等の見学
(移動は貸切バスを利用します)
◇参加料 700 円（昼食代）
◇服 装 工場見学での安全確保のため帽子と歩きやすい靴の着用を
お願いします。

◇申込み いずれの日程も１月１３日（金）までに塩浜地区市民センターへ

◇問合せ

電話またはＦＡＸで、住所、名前、連絡先をお伝えください。
＊応募者多数の場合は抽選となります。
塩浜地区市民センター
ＴＥＬ３４５－２４０３ ＦＡＸ３４９－００４５
主催：塩浜地区市民センター

塩浜まちづくり協議会

民生委員児童委員・主任児童委員の任期満了に伴い１２月１日より下記の方々に新しく委嘱されました。
今後地域の福祉についてお世話になります。よろしくお願いします。
（敬称略）
役職名

氏

名

電

話

担当地区

会 長

伊藤

惠子

３４５－５３０５

塩浜本町一丁目・三丁目一部

副会長・書記

石田

千草

３４５－３７０５

磯津北町

会 計

永田

寛子

３４５－３７５６

七つ屋町・高旭町

今村

務

３４５－２６２８

大里町・塩浜栄町

前田

祐子

３４８－２８２０

川合町・塩浜本町三丁目一部

山本

恵美子

３４７－１０４５

中里町

乙部

俊秀

３４５－４７４７

御薗町二丁目・柳町

立川

文子

３４５－３７４３

馳出町一丁目・宮東町

鹿間

直美

３４５－２２０３

馳出町二丁目・三丁目

石田

三十八

３２４－５８８９

磯津東町

今村

郁子

３４６－１０６７

磯津西町

石田

節子

３４６－０１６２

磯津南町

渋谷

陽子

３４８－２７３１

浜旭町・浜旭住宅

よし子

３４６－１３５８

海山道町一丁目・大井の川町

粕谷

恵子

３４５－４８８２

海山道町二丁目・三丁目

伊藤

富子

３４６－１４８１

小浜町・大池町・松泉町・宝町

嶋田

律美

３４７－９１０８

御薗町一丁目

馬路

ひとみ

３４６－８８６４

塩浜本町二丁目

阿野田 千晶

３４５－３３２９

塩浜地区全域（主任児童委員）

森

３４７－５０１８

塩浜地区全域（主任児童委員）

林

ひとみ

＊次の方々が退任されました。永年にわたり、ご尽力いただきありがとうございました。
・今村 明義（大里町・塩浜栄町）

・伊藤 宏子（塩浜本町二丁目・中里町）

・佐藤 志げ子（馳出町二丁目・三丁目）
・和田 恭子（主任児童委員）

・森 法子（浜旭町・浜旭住宅）
（敬称略）

こんにちは

塩浜子育て支援センター
です

今年も残すところ、後わずかになりました。地域の皆様のあたたかい見守りをいただきながら、
一年を終えることができました。ありがとうございました。
寒い季節を迎えましたが、子どもたちは寒くても外で遊ぶのが大好き！ 三輪車やコンビカーなど
で園庭を走り回ったり、ホールでトランポリンを跳んだり、太鼓橋を渡ったりといっぱい身体を動
かして、元気に遊んでいます。月齢の小さい赤ちゃんは、テラスの陽だまりや温かい部屋で、寝返
りやハイハイをして興味のあるところへ移動し素敵な笑顔を見せて和ませてくれています。体調に
気を付けて、たくさん遊びにきてくださいね。
毎月１０日（とおか）は父（とお）ちゃんの日です。
＊１/1６日（月）保健師相談

10 時 30 分～11 時

＊１/24 日（火）絵本読み聞かせ 10 時 45 分～11 時 15 分
＊１/25 日（水）・26 日（木）身体測定 １０時～１１時 30 分

※

申込み不要

年末・・12 月 28 日（水）まで、年始・・1 月 4 日（水）から
問合せ

塩浜子育て支援センター

TEL & FAX

３４５－７９７８

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 １／１２・１９・２６（木）９時３０分～１１時３０分

（塩浜西保育園・塩浜幼稚園）
♢磯津保育園

１／６・１３・２０・２７（金）９時３０分～１１時３０分

♢海山道保育園 １／１２・１９（木）9 時３０分～１１時３０
、

♪塩浜地区市民センター
♪曙 二丁目
♪磯津公会所
♪小 浜 町

10 時 10 分～10 時 50 分
11 時 00 分～11 時 30 分
13 時 40 分～14 時 10 分
14 時 20 分～15 時 00 分

平成 26 年 4 月からの消費税率の引き上げに伴い、平成 28 年度分市民税（均等割）が課税されない
人を対象に、「平成 28 年度臨時福祉給付金」を支給しています。
ただし、課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合などは対象外です。
受付期限は、平成 29 年 1 月 31 日（火）です。期限までに受付がお済みになりませんと、支給対象
であっても臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意ください。
支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、下記までご連絡をお願いします。
臨時福祉給付金室

子育てを地域で支えあう

TEL

059-354-8092 FAX 059-354-8093

四日市市ファミリー･サポート・センター

「新規援助会員講習会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？
受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、援助会員として登録できます。１講座からでも受講できます。
♢場
所
四日市市勤労者・市民交流センター 東館３F
♢申 込 み
電話、FAX にて１月１４日(土)までにお申し込みください
♢テキスト代
2,0５0 円
♢そ の 他
託児あり（無料 先着１０名）※事前にお申し込みください
♢問 合 せ
四日市市ファミリー・サポート・センター TEL／FAX 323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
日時

内容

１/２１(土)

10:00～15:30

相互援助活動の趣旨・発達障害について～その子どもとの接し方～

１/２２(日)

10:00～15:30

子どもの心に寄り添う・安全で快適な環境づくり

１/２８(土)

10:00～1６:00

子どもの安全と事故、救急法・子どもの栄養と食生活

１/２９(日)

10:00～1５:00

子どもの病気・子どもの心と身体の発達

２/４(土)

10:00～15:30

子どもの世話(あそび)・小児看護

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施いたします。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。
♢日 時 ２月５日(日) １３時～１５時
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
♢場 所 四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ
♢定 員 会場の都合により、30 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
♢申込み 電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
♢託 児 有り/無料 ※事前にお申し込みください
♢問合せ 四日市市ファミリー・サポート・センター TEL＆FAX 323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

～ふれあいサロン「ほっと」開催します～
◇ 日

時

１月１３日（金）１０時～１５時

ヘルスプラザ

休養室（和室）

◇ 日

時

１月２０日（金）１０時～１５時

塩浜地区市民センター
1 階 和室・会議室
２階 ホール

１月２０日（金）は２階ホールにて、小さな子どもたちも参加できるよう、
ゲームや折り紙など、わた菓子、ポップコーンも用意してお待ちしています！
お気軽にご参加ください。（子どもは無料です）

主催：ふれあいサロン「ほっと」＆福祉サロン

四日市ボランティアキャンペーン

～アルミ缶アート作成グループ大募集！～
３月４日(土)～３１日(金)の期間、「四日市ボランティアキャンペーン」を開催します！
啓発イベントでは、アルミ缶 1 本からでも参加できるボランティアとして「アルミ缶アート」実施。
アートを作成してくださるグループを募集します！
♢日

時：平成２９年３月１８日（土）１０時～１４時

♢場

所：四日市市民公園（安島一丁目９２－４）

♢内

容：アルミ缶アートの作成

アルミ缶はリサイクル活動をする
障害者施設に寄贈。
利用者の工賃などに役立てられます！

※詳しくは下記までお問い合わせください
♢対象者：四日市市が好きな人５名以上のグループで申込みください
♢参加費：無料
♢締

切：平成２９年１月１３日（金）
グループ名、代表者氏名、住所、電話番号、参加者氏名
を下記までお申込みください。

アルミ缶を

アルミ缶で

障害者福祉施設に

あつめる

たのしむ

寄贈する

<問合せ・申込先>
四日市市社会福祉協議会 四日市市ボランティアセンター
TEL

354-8144

FAX

354-6486

E-mail：y-vc@m3.cty-net.ne.jp

四日市市三浜文化会館（カルチュール三浜）
１２月１日オープンしました！
四日市市三浜文化会館（カルチュール三浜）が、平成２８年１２月１日（木）オープンしました。
稼働率の高い四日市市文化会館（四日市市安島二丁目）の練習室やリハーサル室などの機能を補完する
「第２の文化会館」としての役割を果たし、市民の皆さんの活動の場を広げます。
フリースペースのキッズスペースや図書室もあります。子どもから大人まで幅広い世代の方が楽しめる
施設です。もちろん、見学だけでも大歓迎です。多くの方のご利用をお待ちしております。

四日市市三浜文化会館 カルチュール三浜
〒510-0845 三重県四日市市海山道町一丁目 1532-1
TEL：059-348-5380

FAX：059-345-3809

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/culture-mihama/
開館時間：9 時～21 時
休館日：火曜日
（ただし祝日、あるいは四日市市文化会館が休館の場合は開館し、翌水曜日閉館）、年末年始

去る 10 月 16 日(日)四日市市文化会館で開催しました
「第５回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち」の様子がケーブルテレビで放送されます。
「家族」と「絆」をテーマに全国から 60 組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15 家族の
個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。
＜第５回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち＞
♢放送日時

平成 29 月 1 月 2 日（月）18 時～22 時
平成 29 年 1 月 3 日（火）13 時～17 時
＊ただし、放送日が変更となる場合があります。

♢放送チャンネル

地上デジタル
問合せ

１１ＣＨ

文化振興課

ＴＥＬ３５４－８２３９

「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集！
ＣＴＹ（地デジ１２ｃｈ）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出演して、
市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えてみませんか。
■選考方法
書類選考とオーディション
■オーディション日
平成 29 年 2 月 4 日（土）

放送時間（20 分間）
月・水・金・日
火・木・土

9:30・20:30
12:30・20:30

■申込み
１月２４日（必着）までに、広報広聴課（市役所８階）や市ホームページで入手できる
応募用紙に、６００字以上８００字未満の作文（テーマは「みんなに伝えたい四日市の
いいところ」
）を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 広報広聴課へ
■その他
応募条件や活動期間など、詳しくは、募集要項をご覧ください
問合せ 広報広聴課（TEL 354-8244 FAX 354-3974）

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供
文化振興課
ＴＥＬ ３５４－８２３９
するもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。
【募集の締め切りは、２月６日（月）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、
下記にお問い合わせください。
問合せ

文化振興課

ＴＥＬ ３５４－８２３９

E-mail bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.ｊｐ

