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４月から以下の職員が“豊かで さわやかな町 しおはま”のまちづくりのため、
精一杯努力していきます。よろしくお願いします。
【館
【副

長】中村 勝也（資産税課より）
館 長】田中 啓治

【窓 口 主 任 】岡田 明子
【窓口補助員】北川 玲子
【地域社会づくり補助員】橋本 京子（日永地区市民センターより）・田中 文子
【地域マネージャー】大橋 智代子（新任）
☆お世話になりました☆
【館長】坂田 圭一（会計管理室へ）
【地域社会づくり補助員】藤田 千尋（退職）
【地域マネージャー】柳生 邦雄（退職）

ベランダや庭でゴーヤを育てて、グリーンカーテンを作ってみませんか？
緑の葉が夏の日差しを防いで、お部屋の温度を下げてくれます。
♢日 時
♢場 所
♢定 員

５月１４日（月） １０時～１１時
塩浜地区市民センター ２階ホール
３０名（定員になり次第締切ります）

♢参加費
♢申込み

無料
塩浜地区市民センターまで

TEL 345-2403

＊当日ゴーヤの苗（2 苗）を無料配布します。

回
覧

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

４月１９日（木） 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
４月１６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。

【一般書】
☆銀河鉄道の父 <門井慶喜>

第 158 回直木賞受賞作

☆祝葬 <久坂部羊>
☆ふたご <藤崎彩織>
☆いのち <瀬戸内寂聴>
☆おもかげ <浅田次郎>
☆翻訳できない世界のことば <エラ・フランシス・サンダース>
☆なぞとき <宮部みゆき他>
☆御子柴くんと遠距離バディ <若竹七海>
☆護られなかった者たちへ <中山七里>
☆ブラタモリ７ <NHK ブラタモリ制作班>
☆デリカシー体操 <ヨシタケシンスケ>
☆ハリネズミの願い <トーン・テレヘン>
☆彼方の友へ <伊吹有喜>
四日市出身の作家です
2018 本屋大賞ノミネート作
☆屍人荘の殺人 <今村昌弘>
☆かがみの孤城 <辻村深月>

☆崩れる脳を抱きしめて <知念実希人>
☆百貨の魔法 <村山早紀>
☆AX <伊坂幸太郎>

【児童書】
☆こねてのばして <ヨシタケシンスケ>

☆ノラネコぐんだんアイスのくに <工藤ノリコ>

第１期分の納期限は ５月１日（火）です。

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。
◇本
選：10 月 14 日（日） 文化会館第１ホール
◇司会・進行：青島広志さん
◇応 募 資 格 ：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません
◇参 加 料：１グループにつき 2,000 円
◇応 募 方 法 ：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募
資料を下記実行委員会まで送付してください。
締切…7 月 19 日（木）（必着）
※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、
文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。

☆申込み／問合せ☆
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
TEL 059-354-8239 FAX 059-354-4873
ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

（平成 30 年度

四日市市地域防犯活動支援事業補助金）

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品
の購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
◇補助対象経費
◇補
助 額
◇応 募 締 切
◇申 請 方 法

活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
補助対象経費の９／10 （上限 10 万円）
平成 30 年５月１日（火）
お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出
問合せ：市民協働安全課

TEL 354－8179

（４月下旬からの勤務です）
◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間
◇時 間 給
◇申し込み
◇応募期間

小学校給食調理員補助（給食パート）１名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間）
９２５円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
応募を希望される方は、教育総務課 (TEL 354-8236)に電話のうえ、
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。
４月５日（木）～４月１３日（金）

大切な人のために応急手当を覚えましょう！
目の前で大切な人が倒れたら、あなたは救うことができますか?
居合わせた人が応急手当をすることができたら命を救える可能性が高くなります。
そのためにもぜひ、救命講習を受講しましょう。受講料は無料です。
○講習日時

下記のとおり（各土曜日の９時～１２時）

実施年月日

実施場所

実施年月日

実施場所

平成３０年 ４月１４日

中消防署

９月 ８日

中消防署

５月１２日

北消防署

９月２２日

北消防署

６月 ９日

楠地区市民ｾﾝﾀｰ

１０月１３日

南部分署

６月２３日

中央分署

１１月１０日

中央分署

７月１４日

北消防署

１２月 ８日

中消防署

７月２８日

中消防署

平成３１年 １月１２日

北消防署

８月１１日

楠地区市民ｾﾝﾀｰ

２月 ９日

楠地区市民ｾﾝﾀｰ

８月２５日

中央分署

３月 ９日

中央分署

○講習日時 下記のとおり（各土曜日の９時００分～１２時００分）
※受講対象者は、四日市市内、三重郡朝日町内及び三重郡川越町内に在住、在勤または在学で、
中学生以上の方を対象としています。
各講習とも訓練用人形を使った実技訓練も行いますので、動きやすい服装で受講して下さい。
災害等の発生もしくは発生するおそれがあるときは、中止することがあります。
また講習の開始時間等を変更する事がありますのでご了承ください。
○講習内容
心肺蘇生法（胸骨圧迫・人工呼吸）、ＡＥＤの使用法、止血法、異物除去
○受講人員
一回の講習につき３０名まで
○申込方法
講習実施日の１週間前までに電話で申し込んでください。
○申込・問合せ
四日市市防災教育センター（北消防署併設） TEL 365-3119 FAX 364-6095
(９時～１７時：月曜日及び祝祭日・国民の休日は受付していません。)
四日市市南消防署
四日市市南消防署南部分署

TEL 345-0530
TEL 349-5119

