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人権/文化「お月見フェスタ ２０１７」
恒例の「お月見フェスタ 201７」の時期になりました。
年に一度の催しですが、これを機会に「人権」について考えていただけたらと、
今年は下記の方に出演をお願いしました。ご近所の方お誘い合わせの上お越し下さい。
♢日 時
♢場 所
♢入場料

♢内

容

１０月 １４日（土） １３時３０分開演 ～ １６時頃まで
塩浜小学校 体育館
３００円（小学生以上）
9 月 1 日(金)から発売
地区社協／人権部、文化広報部の委員、社協役員・自治会長
塩浜団体事務局(塩浜地区市民センター２階)で販売しています
第１部
ピアノ＆爆笑トーク
～笑顔に勝るクスリなし～
アマデウス大西 （アマデウス音楽院付属笑学校 校長）
第２部
交流会（抽選会）
たくさんの賞品を用意してお待ちしています
＊参加者にはお菓子とお茶をお渡しします
＊スリッパをご持参ください。 「校内禁煙」

主 催
協 賛

塩浜地区社会福祉協議会 人権部／文化広報部
四日市市人権同和教育推進啓発広域事業

命を守る

早めのライトと反射材

～事故にあわない、おこさない～

９月２１日（木）～９月３０日（土）

回
覧

まつりだ !

みんな～あつまれ～
平成２９年９月３０日（土） １０時３０分～１５時００分

雨天決行（一部変更有）

塩浜地区市民センター
こどもも おとなも 楽しもう！

こにゅうどうくんも来るよ！

オープニング10時30分～
獅子舞

磯津保育園 園児による演技

12時頃

郷土芸能 川合町獅子愛好会

塩浜音頭愛好会による塩浜音頭

防災コーナー

移動児童館

ぬりえ、折り紙
水消火器体験

人形劇
11時00分～
遊びコーナー
絵手紙の作成

創作コーナー
折り紙、手芸 、風船アート
竹細工 （竹箸、竹とんぼ･竹ぽっくりなど）

遊びコーナー
昔の遊び（こま回し、なわとび）

絵本の読み聞かせ

ビンゴゲーム
14時00分～14時30分

食べものコーナー 11時30分～
≪ 完売次第終了≫

福祉コーナー
骨密度・握力・血圧測定

カレーライス 100円 ≪300食限定≫

かき氷・綿菓子
ポップコーン

無料

健康相談
健康体操

育児相談

福祉の店

≪駐車場は昭和四日市石油駐車場をご利用ください≫
主催
協賛
協力

塩浜地区市民センター
塩浜地区民生委員児童委員協議会
塩浜まちづくり協議会
塩浜地区連合自治会 四日市市南消防署
四日市市消防団塩浜分団 福祉の店
四日市市立塩浜児童館 塩浜地区青少年健全育成委員会 塩浜地区子供育成会連合会
四日市市南地域包括支援センター 塩浜学童保育所保護者会 地域ボランティア
磯津保育園
四日市市立塩浜子育て支援センター
四日市市社会福祉協議会
塩浜地区防災協議会 川合町獅子愛好会 しおはま在宅介護サービスセンター
塩浜女性の会 塩浜音頭愛好会

お問合せ

塩浜地区民生委員児童委員協議会

ＴＥＬ
ＴＥＬ

090－9172ー5838 （伊藤
090ー6083ー3741 （石田

恵子）
千草）

みんなで楽しく料理をしませんか！みなさんの参加をお待ちしています。
◇日 時
◇場 所

９月１９日（火）
１０時～１３時
塩浜地区市民センター ２階 調理室

◇ 材料費

５００円（当日徴収します）

◇定 員

２４名（定員になり次第締切ります）

◇ 持ち物

エプロン・三角巾・布きん・台ふき

◇担 当
◇ 申込み

メニューは
お楽しみに♪

四日市市ヘルスメイト（塩浜地区）のみなさん
９月１３日（水）までに塩浜地区市民センターへ

TEL 345-2403

※ 申込み後に、ご都合が悪くなった場合は必ず前日までに連絡してください。

◇日 時
◇会 場
◇テーマ
◇対 象
◇持ち物
◇問合せ

９月２０日（水） １０時～１１時
磯津集会所
転倒予防について
おおむね６５歳以上の方
タオル、お茶等
しおはま在宅介護サービスセンター

参加費無料♪
申し込み不要です。
動きやすい服装で
お越しください。

TEL 349-6381

《一般書》
☆アキラとあきら <池井戸潤>
☆この嘘がばれないうちに <川口俊和>

☆劇場 <又吉直樹>
☆ドクター・デスの遺産 <中山七里>

☆ネメシスの使者 <中山七里>
☆BUTTER <柚木麻子>
☆パーマネント神喜劇 <万城目学>
☆素敵な日本人 東野圭吾短編集 <東野圭吾>
☆ラブ・ミー・テンダー東京バンドワゴン <小路幸也>
☆応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 <呉座勇一>
《児童書》
☆あるかしら書店 <ヨシタケシンスケ>
☆絵本むかし話ですよ <五味太郎>

☆つまんないつまんない <ヨシタケシンスケ>

恒例の「６５歳以上のひとり暮らしの方・７０歳以上の高齢者交流会」を
今年も開催いたします。みなさまお誘いあわせの上、お越しください。
◇日
◇場
◇対
◇内

時
所
象
容

♢参加費
◇定 員
◇申込み

１０月２日（月） １０時～１１時３０分
塩浜地区市民センター ２階ホール
６５歳以上のひとり暮らしの方及び７０歳以上の方
一部「ヘルスリーダーさんによる体操と歌」
～楽しく体を動かして、大きな声で歌いましょう～
二部「ビンゴゲーム」
～どんな景品が当たるかな～
１００円（当日受付で集金します）
５０名（定員になり次第締切ります）
９月１日（金）から受付を行っています
塩浜団体事務局 TEL 347-0681 へ
主催：塩浜地区社会福祉協議会

福祉部

※下線部分訂正しました

空き家についてお困りのことや心配なことはありませんか？
空き家に関する境界、耐震、リフォーム、取壊し、税金、売却、賃貸、管理等の
様々なご相談に専門家がお答えします。お困りごとをお気軽にご相談ください。
◇日 時：9 月 23 日(土) 10 時～16 時
◇場 所：じばさん三重 5 階 研修室 5
◇主 催：空き家ネットワーク協議会※
◇後 援：四日市市
※三重県建築士事務所協会、三重県建設業協会、三重県不動産鑑定士協会、三重県司法書士会、
三重県土地家屋調査士会、三重県宅地建物取引業協会、東海税理士会三重県支部連合会の 7
団体による空き家対策推進のための協議会

問合せ先：(公社)三重県宅地建物取引業協会

TEL 059-227-5018

点訳・音訳基礎講座のご案内
１．日時

２．対象
３．場所
４．定員
５．受講料
６．内容

７．申込方法

10 月 7 日、14 日、21 日（いずれも土曜日、3 日間で 1 コース）
◎点訳基礎講座…10 時～12 時
◎音訳基礎講座…13 時 30 分～15 時 30 分
☆午前だけ、午後だけ、両方受講いずれも可
15 歳以上の人
四日市市立図書館 3 階 会議室
各 20 人（応募多数の場合は抽選）
無料
図書館での障害者サービスの基本的な考え方や、それぞれの図書製作の具体
的なノウハウ（点字の仕組み・点字技術など、呼吸法・発声・読み方など）
を学びます。
9 月 21 日(必着)までに、希望講座名（両方受講も可）、郵便番号、住所、
名前（フリガナ）、年齢、電話番号を、はがき、ファクス、メールで、
または直接窓口にお申込みください。

◇問合せ先

図書館

〒510－0821 四日市市久保田一丁目 2－42
TEL 352-5108 FAX 352-9897
ﾒｰﾙ：yontenji@arion.ocn.ne.jp

◇日時
11 月 19 日（日） 12 時 30 分～16 時 （12 時開場）
◇会場
中央緑地第 2 体育館
◇料金
前売り 1,000 円（当日 1,500 円）
◇チケット取り扱い
渡辺（電話：０９０－８３３３－３６９６）
◇その他 女性は革製ヒールカバーを着用してください。
観覧は無料です（2 階席利用）
※広報よっかいち８月下旬号掲載記事の下線部に誤りがありましたので、チケット
をお申し込みの際にはお気をつけくださいますようお願いいたします。
市民芸術文化祭行事全般についてのお問い合わせ
一般社団法人四日市市文化協会
TEL/FAX：３５１－３７２９
（月～金曜日 １３時～１７時）

８月１日(火)より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が全国のキャラク
ターの人気を競う「ゆるキャラ(R)グランプリ２０１７」に出場し、ベスト１０入りをめざし
ています。
ゆるキャラ（R）グランプリのホームページから毎日１メールアドレスにつき１票ずつ、
投票ができますので、パソコンや携帯電話から皆様の一票を投じて
「こにゅうどうくん」を応援してください。
応援してね！
投票期間： 8 月 1 日（火）～11 月 10 日（金）
公式サイト：http://www.yurugp.jp/index.php
（初回のみメールアドレスの登録が必要です）
問合せ先：観光・シティプロモーション課
TEL 354－8286 FAX 354－8307
MAIL kankou@city.yokkaichi.mie.jp

平成３０年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集
般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行っ
ています。
平成３０年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。

◇助成対象団体
◇募集する事業

◇書類提出期限

コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・
自主防災組織
①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業
④地域防災組織育成助成事業
平成２９年１０月４日（水）
①②③については市民生活課へ（TE L354-8146）
④については危機管理室へ（TEL 354-8119）

※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
http://www.jichi-sogo.jp/

