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車いすの使い方をおぼえて乗ってみよう！
塩浜小学校の４年生の児童と一緒に、ユマニテク医療福祉大学校の学生さんから、
車イスの使い方や介助の仕方について楽しくふれ合いながら教えていただきます。
多くの皆さまの参加をお待ちしています。
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇対 象
◇内 容

◇問合せ

１１月２２日（水） ９時３０分～
塩浜小学校 体育館
ユマニテク医療福祉大学校 医療福祉学科の
先生と学生の皆さん
塩浜小学校４年生と保護者の方、塩浜地区にお住まいの方
「車いす」の使い方実践、「助け合い」の基本って何だろう？
※介護技術の体験をしていただきます。動きやすい服装(ジャージ等)と
運動靴（上履き・外履き）でお越しください。
塩浜団体事務局 TEL 347-0681

主催：塩浜地区社会福祉協議会 福祉部

花の植え替えありがとうございました
１０月１９日（木）、塩浜商工振興会のみなさまに海山道駅・塩浜駅・
塩浜地区市民センターなどに設置したプランターに、ペチュニアの苗
を植えていただきました。
雨の中での植え替え作業、ありがとうございました。

おしらせの回覧はお早めに・・・

回
覧

～地域の大人と子どもで楽しくお正月のリースを作りましょう～
本年も終わりに近づいて来ました。お正月を迎えるにあたり、小さいながらも新年
の雰囲気を感じさせるリース作りを地域の大人と小学生が一緒に楽しむ工作教室を
開催します。
ぜひ多くの方々に参加していただき、小学生と交流しながらリース作り作業を楽し
みましょう。なお、小学生の申込みは、塩浜小学校に配ったパンフレットにより塩
浜小学校又は塩浜団体事務局に申込んで下さい。
◇日

時

１２月３日（日）１０時～１２時

◇場
◇定

所
員

塩浜地区市民センター ２階 ホール
大人２０名、小学生２０名（学年不問）
※大人、小学生とも定員になり次第締め切ります。
大人１００円（当日集金）、小学生 無料
11 月２２日（水）
塩浜団体事務局（塩浜地区市民センター ２階）
TEL 347-0681

◇参 加 費
◇申込締切
◇申 込 み

主催：塩浜地区社会福祉協議会

生活環境部

１０月２１日（土）早朝から、四日市市シルバー人材センター会員の塩浜グループ１３名
のみなさんに、センター敷地内の除草や生け垣の剪定作業をしていただきました。
ツルの絡まったネットの撤収などもしていただき、すっかり綺麗になりました。
雨の降る中での大変な作業、ありがとうございました。

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

１１月３０日（木）
塩浜地区市民センター

◇ 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

１０時～１３時
２階 調理室

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
１１月２７日（月）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。

【地域入会説明会】
日

時

会

11 月 27 日（月）14 時～

県地区市民センター

11 月 28 日（火）14 時～

あさけプラザ

11 月 29 日（水）14 時～

塩浜地区市民センター

場
２階 大会議室

2 階 第１小ホール
２階 ホール

◇対 象
◇持ち物

市内に在住する原則 60 歳以上の人で、健康で働く意欲がある人。
筆記用具、当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤をご持参
ください。
①印鑑 ②顔写真（３×４㎝） ③年会費 3,600 円
④銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
⑤運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

◇その他

会場への問合せはご遠慮ください。

【定期入会説明会】
◇日 時
毎月第 2 水曜日 １３時３０分～
◇会 場
四日市市シルバー人材センター（四日市市十七軒町９番１０号）
※対象者、持ち物は地域入会説明会と同じ
問合せ：四日市市シルバー人材センター

TEL 354-3670 FAX 351-4830

塩浜中学校では、従来より生徒会生活委員会の活動として、
「朝のあいさつ運動」を行って
います。さらに、ＰＴＡの皆さんにもご参加いただき、月に１～３回の金曜日に生徒玄関
前で実施しています。
地域では「塩浜中学校の生徒はよくあいさつができる。」、
「中学生があいさつしてくれると
気持ちがいい。」などの声をよく耳にします。
これからも地域の中で、この「あいさつ」という良き伝統を守っていきたいと思います。
塩中生があいさつをしましたら、ぜひ「おはよう（こんにちは）」とお声をかけてください。

《一般書》
☆花咲舞が黙ってない <池井戸潤>
☆盤上の向日葵 <柚月裕子>
☆ホワイトラビット <伊坂幸太郎>
☆この世の春 上・下 <宮部みゆき>

☆さらさら流る <柚木麻子>
☆ワルツを踊ろう <中山七里>
☆院長選挙 <久坂部羊>
☆マスカレード・ナイト <東野圭吾>

☆ヨチヨチ父 とまどう日々 <ヨシタケシンスケ>
☆てぬいのドール・コーディネイト・レシピ <関口妙子>
《児童書》
☆ノラネコぐんだんそらをとぶ <工藤ノリコ>
☆ノラネコぐんだんあいうえお <工藤ノリコ>
☆そらの 100 かいだてのいえ <いわいとしお>

役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務に
対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じて、
関係行政機関にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、行政
の制度・運営の改善に生かす制度です。
毎月第３火曜日に市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、
１１月は塩浜地区市民センターで実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。
日
場

時
所

１１月２１日（火）午後１時～４時
塩浜地区市民センター ２階会議室
（※塩浜地区以外の方のご相談にも応じます）

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、
みなさんの身近な相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。
○お問合せ先 市民生活課

市民・消費生活相談室

TEL 354-8147

市制施行 120 周年をともに盛り上げていただける「市民企画イベント」について、
本年４月より募集受付を行ってきましたが、予定より早く予算額に達する見込みと
なりました。当初１月までとしていた募集期間を１１月末に締め切ることとなりま
したのでお知らせします。
○募集期間 平成２９年４月１日から平成２９年１１月３０日まで
※当補助金の申請を予定している団体にあっては、早めに事務局にご相談ください。
お問合せ

政策推進課

TEL 354-8112 FAX 354-3974

１１月１４日(火)に市内の屋外拡声子局の
放送訓練を実施します。

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
放送訓練を実施します
（１）実施日時

１１月１４日（火）午前１１時００分から数分程度
（２）訓練内容
訓練機器

放送・吹鳴内容
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局から
一斉に次のように放送されます。

防災行政無線
（固定系）

【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「これは、J アラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン )

地域住民の皆さんに参加していただく訓練ではありません。
※059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。

※

屋外拡声子局

市内 117 箇所

【お問合せ】
四日市市 危機管理室
TEL 059-354-8119

ご存知ですか？

全ての人に「児童虐待通告」の義務があります！
ひんぱんにケガや
やけどをしている

家に帰りたがら
ない

こんな時間にこどもだ
け？（深夜のコンビニ）

よくおびえた
泣き声が聞こえる

べたべた大人に甘える
（または、体に触れること
を極端にイヤがる）

いつも衣服が
汚れている

虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談
四日市市家庭児童相談室 : ３５４－８２７６
●こどもの虐待防止ホットラインよっかいち : ３５３－５１１０
●児童相談所全国共通ダイヤル

１８９

又は ０５７０－０６４－０００（２４時間ＯＫ）

お近くの児童相談所につながります。

く る べ かんがいせき

久留倍官衙遺跡公園で活動してみませんか

公園ボランティア募集

大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」では、
現在、公園整備を進めており、来年 3 月にガイダンス施設
の先行オープンの予定です。
そこで、来場者に遺跡の面白さを伝えたり、公園の日常
管理をサポートしていただけるボランティアを募集しま
す。詳しくは、募集要項をご覧ください。
１．対
象
２．研修場所

３．研修日時

18 歳以上。ボランティア登録のための研修（全 7 回）に参加できる人。
くるべ古代歴史館
（久留倍官衙遺跡公園ガイダンス施設 大矢知町 2323－1）。
11 月 25 日は市立博物館（安島 1‐3‐16）
11 月 25 日、12 月 9 日・23 日、平成 30 年 1 月 13 日・27 日、
2 月 17 日、3 月 3 日。いずれも土曜日 10 時～12 時

４．申し込み

11 月 20 日（必着）までに、所定の応募用紙を、郵送かファックス、
Ｅメールで、〒510－8601 諏訪町 1－5 社会教育課「久留倍ボラン
ティア募集」係へ
５．募集要項（応募用紙を含む） 社会教育課（市役所 9 階）、各地区市民センターなど
にあります。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
からも入手できます。
四日市市教育委員会社会教育課
TEL354-8240 FAX354-8308 E メール syakaikyouiku@city.yokkaichi.mie.jp

市内学童保育所の指導員を募集しています
学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
２０歳以上６５歳くらいまでで、子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
有資格者や２年以上の経験のある人なら、研修を受けて放課後児童支援員になることが
できます。
障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望
する人（週に 1 日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）も募集しています。
注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。
四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説明
会を開催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受け
ることができます。
年度ごとの登録になりますので、平成 28 年度に登録をされた人も改めて登録をして
ください。
◇指導員登録説明会◇
日
時
場
所
申込方法

１２月１６日（土）18 時から
四日市市文化会館 第 4 ホール
１２月１４日（木）までに、住所、名前、電話番号(あればファックス、
Ｅメールアドレス)を、電話かファックス、Ｅメールでこども未来課まで
TEL354-8069 FAX354-8061
E メール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

伊吹有喜講演会

三重県出身の作家であり、四日市市観光大使である伊吹有喜さんに、
四日市市の思い出や作家のお仕事について、対談の形で語っていた
だきます。
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇定 員
◇料 金
◇申込み

2月10日(土) 14時～15時30分（13時30分開場）
四日市市文化会館 第3ホール
伊吹有喜さん
聞き手は雑誌『文化展望・四日市 ラ・ソージュ』編集委員

黒田加恵さん

80 人(申込制・先着順)
無料
１１月１４日以降に、住所、名前（最大4人まで）、電話番号、伊吹さんに
質問したい事項をEメールかファクス、または直接市立図書館へ
市立図書館

TEL 352-5108 FAX 352-9897
E メール tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp
月曜日・第 2・4 火曜日休館

