H ３０．４．２０号

塩浜のまちづくりのため、お世話になります。よろしくお願いします。
自治会名

氏

名

＜敬称略＞

連合自治会役職

大里町

古川

登

事業部長

川合町

今村

勝昭

塩浜本町一・三丁目

廣田

泰生

塩浜本町二丁目

清水

弘

塩浜栄町

坂﨑

幸義

御薗町一丁目

伊藤

渡

御薗町二丁目・柳町

松元

慎二

中里町

山本

薫

監査

七つ屋町

川村

保

総務部長

馳出・宮東・宝町

佐藤

忠嗣

磯津東町

石田

貞彦

磯津西町

岡田

清司

磯津南町

森

幸次

磯津北町

石田

清延

小浜町

西脇

隆

高旭町

髙木

秀巳

浜旭町

水谷

正明

大池町

伊藤

安次

浜旭住宅

阿野田

海山道町

山根

三次

大井の川町

森

喜輝

会長

経理部長

副会長

浅克

監査
副会長

社協会長杯グラウンドゴルフ大会です。ふるってご参加ください。
◇ 日
◇
◇
◇
◇

時

５月２７日（日）受付 8 時 45 分～
9 時開会式
＊雨天の場合中止
ヘルスプラザ グラウンドゴルフ場（あづまや集合）
９６名（対象中学生以上 定員になり次第、締切ります）
1 名 100 円（申込み時に徴収します）
塩浜団体事務局へ TEL 347-0681
＜4 月２５日(水)～5 月１８日(金)まで＞

場 所
定 員
参加費
申込み

＊ 必ず参加費 100 円を添えて申込んでください。電話での申込みは出来ません。
＊ 当日参加は受付けません。
＊ キャンセルの場合、返金は致しませんのでご了承ください。
（代理の方を出して頂いても結構です。）
＊ 飲み物は各自ご持参ください。

主催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部

◇定期入会説明会（毎月第 2、第４水曜日に開催）
開催日
5月

◇対

象

◇持ち物

9 日（水）13:30～

開催場所
シルバー人材センター（十七軒町）

5 月 23 日（水）13:30～

あさけプラザ

4 階音楽室

6 月 13 日（水）13:30～

シルバー人材センター（十七軒町）

6 月 27 日（水）13:30～

あさけプラザ ３階美術室

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）
④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

◇問合せ

シルバー人材センター

TEL 354-3670 FAX 351-4830

※あさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください。

回
覧

◇募集人数
◇職務内容
◇任
期

１人
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３０年７月１７日から平成３１年３月３１日
（再任用する場合もあります）
◇勤 務 地
桜地区市民センター
◇主な受験資格
次の要件を全て満たす人
①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
②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
③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
④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑤四日市市に在住する人
◇募集期間
４月２３日（月）から５月２１日（月）（必着）
◇応募方法
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分から 17 時１５分までに
お願いします。
◇問合せ先
市民生活課 TEL 354-8146

ふれあいサロン「ほっと」開催します！
◇日 時
◇日 時

５月１１日（金）１０時～１５時
ヘルスプラザ 休養室（和室）
５月１８日（金）１０時～１５時
塩浜地区市民センター1 階 和室・会議室
主催：ふれあいサロン「ほっと」

♪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

こんにちは

塩浜子育て支援センター『あっぷっぷ』です。

のどかな春の一日、「あっぷっぷ」で、ママやパパ、おじいちゃんやおばあちゃん、
皆で一緒に遊び、子育てを楽しみましょう。気軽に遊びに来てくださいね。
10 日（とおか）は 父（とお）ちゃんの日です。
＊絵本で遊ぼう
＊栄養士相談
＊保健師相談
＊２・３歳児親子クッキング
＊にこにこミュージック

５月 ９日（水）
５月１６日（水）
５月２２日（火）
５月２３日（水）
５月３０日（水）

10 時 30 分～11 時 00 分
10 時 00 分～11 時 00 分
10 時 30 分～11 時 15 分
10 時 00 分～12 時 00 分（要申込み）
10 時 00 分～11 時頃（要申込み）

問合せ 塩浜子育て支援センター TEL & FAX 345-7978

こんにちは

塩浜こども園子育て支援センター『ひまわり』です。

開催日 月～金曜日
ランチタイム

９時～14 時（土日、祝日は休み）
11 時 30 分～12 時 30 分

５月１５日（火）保健師相談 10 時～11 時 30 分 ご都合のよい時間に来てください
５月１６日（水）栄養士相談 13 時～14 時 30 分 ご都合のよい時間に来てください
絵本の読み聞かせ 10 時 50 分～11 時
だんだん暑くなってきたので、お弁当をもってくるときは、朝一度火を通し、保冷剤を入れるなど
して、食中毒を予防しましょう。
問合せ 塩浜こども園子育て支援センター TEL 346－2711

塩浜児童館よりお知らせです！
幼児とその保護者対象行事「あそびの会」に参加しませんか？
金曜日の午前中、手遊び、リズム遊びや季節行事、簡単工作、クッキングなど、
みんなで楽しい時間を過ごしましょう。
対象：おおむね２歳から未就園児までの幼児とその保護者
日時：５月１１、１８、２５日（金） １０時３０分～１１時３０分
※会員制の活動のため、事前にご連絡ください。お待ちしています。
問合せ 塩浜児童館 TEL 346-7332 9 時 30 分～17 時 30 分 日、月曜日・祝日休館

こんにちは 『海山道保育園』です。
ぽっかぽかの“海山道保育園”で一緒に遊ぼっ！
園庭開放日時：５月１０、２４日（木）９時３０分～１１時３０分の間の好きな時間に来てね
☆保育園の遊具やおもちゃで遊ぼう
☆紙ひこうきやしゃぼん玉を飛ばそう
問合せ 海山道保育園 TEL 345－3608

磯津保育園『なかよし会』のお知らせ。
園開放日時：５月１１、１８、２５日（金）
９時３０分～１１時３０分までの間
（好きな時間に来て頂いて結構です）
問合せ 磯津保育園 TEL 346－1001

はじめまして。
４月より塩浜地区地域マネージャーに就任いたしました大橋智代子です。
「地域マネージャーって何する仕事？」ってよく聞かれます。ひとことで説明するのはむ
ずかしいのですが、地域住民と市とをつなぐパイプ役のようなものです。
そして、塩浜地区のさまざまな団体が、より活発に活動できるように、縁の下の力持ちと
なって頑張っていくつもりでいます。
私は塩浜地区の住民ではないので、これから塩浜地区のことを勉強していこうと思ってい
ます。そして、皆様にしっかり顔を覚えていただいて、お声をかけていただこうと思って
います。あちこちにちょこちょこと顔を出しますので、そのときは是非お声をかけてくだ
さい。１日も早く『塩浜人』になりたいです！！
地域の皆様や連合自治会、社会福祉協議会等の各種団体と一緒になって、地域社会づくり、
安全安心なまちづくりを考え、推進しようと思います。
よろしくお願いいたします。

塩浜地区市民センター図書室の古くなった本をお譲りします。
変色や汚れのあるものもありますがご了承ください。
事務所前に置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください。

塩浜地区市民センターに

・事務所前に置き場があります
・事業でお使いの物は持ち込めません
・インクカートリッジ以外は回収していません

◇概

要

超高齢社会を迎え、地域での支えあいはますます重要となってきます。
住民が中心となって立ち上げた、「高齢者を中心とした集まりの場づくり」や
「日常生活の支援」の取り組みを紹介するパネルディスカッション等を開催
しますので、ぜひ、これからの地域での活動の参考にしてください。

◇日

時

５月１９日（土）

１４時～１６時（開場１３時３０分）

◇場

所

四日市市総合会館

８階

◇内

容

第１部
講師

視聴覚室

基調講演 １４時～１４時３０分
名古屋経営短期大学 大橋 美加子 氏
（地域福祉計画検討委員会ワーキングリーダー）

第２部 事例報告 １４時３０分～１５時１０分
事例報告 ちょボラ かわしま(川島)
あがたが丘協議会(県)
第３部 パネルディスカッション １５時１５分～１６時
コーディネーター：三好 禎之(みよし よしゆき)（名古屋経営短期大学
テーマ：「事業を立ち上げるきっかけと地域との関係づくりについて」
パネリスト：大橋 美加子氏 （名古屋経営短期大学 講師）
横山 正明氏（ちょボラ かわしま 事務局長）
中川 敏雄氏（あがたが丘協議会 会長）
六代 滋氏 （市社会福祉協議会 地域福祉課）
◇料

金

◇問合せ

無料（事前申し込み不要・どなたでも参加できます）
健康福祉課

TEL 354-8109

FAX 359-0288

教授）

平成２９年４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、
年末年始を除き毎日開館しています。
季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベント
を開催しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッ
キングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊
べます。
また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」
も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】

5 月 4 日（金・祝）

5 月 5 日（土）

14：00～15：00

13：00～16：00

卓球大会

事前申込：不要

トーナメント戦で卓球のチャンピオンを目指

対象：小学生～中学生

そう！

定員：なし

※イベント中は多目的ホールが使えません。

持ちもの：上靴

ダンボールよろい作り

事前申込：不要

ダンボールを切ったり繋げたりして自分だけ

対象：小学生～中学生

のカッコいいよろいを作ってみよう！

定員：なし
※材料がなくなり次第終了

5 月 17 日（木）

10：30～11：30

親子クラフト

事前申込：不要

今月は「こむぎこねんど」で遊ぼう！

対象：どなたでも
定員：先着２０組

5 月 26 日（土）

11：00～12：00

お手軽クラッカー作り

事前申込：不要

13：15～14：15

風船を使った簡単なクラッカーを作って遊ん

対象：年長～小学生

14：30～15：30

でみよう。

定員：各回先着２０人
※各回開始１０分前から受付開
始

【料金】 無料
四日市市こども子育て交流プラザ
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
TEL：330‐5020
FAX：334-0606

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

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
※5/27(日)のみ四日市市三浜文化会館
申 込 方 法：電話、FAX にて 5 月１9 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）※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
日時

323-0023

内容

5/26(土)

9:30～16:00

5/27(日)

10:00～16:00

6/2(土)

9:30～11:30

6/3(日)

10:00～15:30

6/10(日)

9:30～15:30

6/16(土)

13:30～15:30

相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活
子どもの心と身体の発達・小児看護
子どもの世話(あそび)
子どもの病気・子どもの心に寄り添う
子どもの安全と事故・救急法
発達障害について～その子どもとの接し方～
援助活動を円滑に進めるために

講習のまとめ

「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しています。
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

◇場
所
◇定
員
◇申込方法
◇託
児

７月１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。
四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ
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)
電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
有り/無料 ※事前にお申し込みください。

◇申込み･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）

