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やわらかいボールのため、初めての方でも簡単にできる競技です。
地域の方々とのふれあいに、お友達と、またお一人でも気軽にご参加ください。
◇日

環境への配慮は今や世界的な流れとなっています。本年も地元企業の環境取り組みに
ついて下記の日程で工場見学を致します。なお、(株)エフピコは障がい者の雇用日本一
とのこと。福祉面でのニーズにあった取組みを見学します。
◇日

時

◇集合場所
◇行き先
◇費 用
◇定 員
◇申込み

7 月４日（水） ７時４５分集合
※8 時１５分出発、17 時３０分～１８時頃帰着予定
塩浜地区市民センター駐車場
NTN(株)グリーンパワーパーク（桑名）
(株)エフピコ中部リサイクル工場（岐阜県）
１人 4,000 円（昼食代含む 当日集金します）
４２名（定員になり次第締切ります）
塩浜地区市民センター ２階 会議室にて
6 月 2０日（水）9 時 30 分から受付ます

＊電話での受付はいたしません。申込みはお１人で２名分までとします。
＊住所氏名などを記載した名簿提出を承諾いただける方のみ参加受付いたします。
主催：塩浜地区社会福祉協議会

生活環境部

時

◇場 所
◇参加資格
◇申込み
◇持ち物

７月９日（月）１９時～２１時
（受付１８時３０分～１８時５０分）
塩浜小学校体育館
中学生以上の方（塩浜地区の方に限ります）
６月１８日（月）～７月５日（木）までに
塩浜団体事務局へ TEL 347-0681
飲み物・体育館シューズ
※組合せは当日行います
主催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部

塩浜地区内（大池町）で、真夜中に泥棒が網戸を破って侵入するなど、
現金のみが盗まれる事件が数件発生しています。
南警察署（日永交番）にパトロールの強化を要請しましたが、
「自分の家は自分で守る」こ
とも大切です。
「まさか、こんな時間に入らないだろう。まさかここから入らないだろう。」という考えは、
泥棒には通用しません。
以下の事項を見直し、対策を強化して、地域ぐるみで防犯活動に取り組みましょう。
１．施錠の徹底を図り、雨戸も閉めるなどの「鍵かけ」を習慣づける。
泥棒が狙うのは、留守宅だけではありません。自宅にいるときでも鍵をかけないと「忍

市民税・県民税の第１期分の納期限は７月２日（月）です。

おしらせの回覧はお早めに・・・

回
覧

び込み（就寝時等に侵入）」や「居空き（在宅時に隙を狙って侵入）」で被害に遭う可
能性があります。
２．家の周りに、脚立やビールケースなど侵入の足場となるようなものを置かない。
３．泥棒は、侵入前に下見をしている可能性があります。普段見慣れない人が町内を散策
しているようであれば、「声掛け」・「あいさつ」をする。
４．留守をする場合には、お隣にひと声かけるなどご近所同士でコミュニケーションを深
め、防犯対策を強化する。

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。

～生ごみを有機肥料にリサイクルしませんか～
◇
◇
◇
◇

日 時
場 所
定 員
申込み

６月２１日（木）１０時～
塩浜地区市民センター １階 会議室
２５名
６月１８日（月）までに塩浜地区市民センターへ

TEL 345-2403

◇日
◇場

時
所

◇ 材料費

５００円（当日徴収します）

◇定

２４名（定員になり次第締切ります）

員

◇ 持ち物
◇担 当
◇ 申込み

＊新規の方には、ダンボール基材一式無償提供します。
＊継続の方には、基材のみ３００円、基材一式５００円で配布します。

６月２９日（金） １０時～１３時
塩浜地区市民センター ２階 調理室

メニューは
お楽しみに♪

エプロン・三角巾・布きん・台ふき
四日市市ヘルスメイト（塩浜地区）のみなさん
６月２６日（火）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。

☆生ごみ減量化、地球温暖化防止にご協力お願いいたします☆

主催：四日市ダンボールコンポストの会

四日市市では、119 番通報の内容から救急隊だけでは対応が困難な場合や、救命のため
に一刻を争う場合には、救急車のほかに消防車（消防隊または救助隊）が出動し、救急隊
と連携して活動する場合があります。
塩浜地区連合自治会では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本
年も、敬老事業を行います。事業を行うにあたり、市に依頼して７０歳以上の方の
名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧させていただきます。
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老事業にのみ使用し、秘密保
持の厳守を徹底いたしますので、私どもが開催します敬老事業が円滑に実施できま
すよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２９日（金）
までに介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をいただきますようお
願いします。その場合、敬老記念品をお届けできなくなりますのでご了承ください。
昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

問合せ

介護・高齢福祉課

TEL 354-8425

消防車と救急車が連携して出動する救急事案とは？
○心肺停止状態（疑いを含む）や、意識がない傷病者に対して多くの救急資器材を
使用し高度な救命処置を行う場合。
○高層階、搬送経路が狭いなど救急隊のみでは対応が困難な場合。
○幹線道路や高速道路など交通量が多く、救急活動に危険が伴う場合。
○ドクターヘリや防災ヘリを運用する場合。
そのほか、救急隊の活動を支援する必要があると判断した場合に、消防車が出動し救急
隊と連携して救急活動を行います。
このため、救急車を呼んだ場合にも消防車が救急現場に出動する場合があり、火災とま
ぎらわしいことがありますが、ご理解とご協力をお願いします。

四日市市南消防署
四日市市南部分署

TEL 345-0530
TEL 349-5119

親子で学ぼう「夏のこども教室」
（消費講座）
夏休みの自由研究に！

◇日
◇場
◇講

時
所
師

◇テーマ
◇料 金
◇申込み
◇その他
◇問合せ

６月１５日（金） １４時～１６時
中部地区市民センター ４階 大会議室
医療法人山中胃腸科病院理事長
日本笑い学会三重支部 医師
淵田 科
笑のちから
無料
予約不要。直接会場へお出かけください。
※ただし、駐車場の用意はありません。
託児あり（無料、協会に事前予約が必要）
四日市消費者協会
市民・消費生活相談室

ゲームでチャレンジ！

参加無料！！

先生

TEL 357-5069
TEL 354-8147

土曜日開催！「本気でシェイプアップ講座」の参加者募集！！

◇日 時 ： ７月２２日（日）午前の部 10 時～11 時 30 分／午後の部 13 時～14 時 30 分
◇場 所 ： 橋北交流会館３階 橋北交流施設 第６会議室
◇内 容 ： ￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方に
ついて学びます。
￥参加者には、おこづかい帳などの記念品をお渡しします。
￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。
◇対 象 ： 市内在住の小学４～６年生とその保護者（2 人１組）
◇定 員 ： 各回 20 組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）
◇申し込み：７月６日（金）（必着）までに、往復はがきにて、
①希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな）
⑤学年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名を書いて、下記申し込み先まで。
◇申込み・問合せ先
〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室
TEL 354-8147
FAX 354-8452

「やろうと思っていても、１人ではなかなか続かない・・・」
継続の秘訣は、みんなで行うこと！
誰もが直面する壁をみんなと一緒に乗り越えましょう！
◇開催日時
◇対 象 者

◇内

容

◇開催場所
◇定
員
◇申込方法

◇そ の 他

7 月 7 日、14 日、21 日、8 月 4 日（いずれも土曜日）
9 時 30 分から 11 時 30 分
市内在住または在勤で、健康的にシェイプアップしたい 20 歳以上の人
※心臓病、不整脈のある人、運動制限のある人は事前に要相談。主治医等が
運動不可と判断した場合はご参加いただけません。
３種のスロー筋トレを中心に引き締まったしなやかなボディ作りのノウハウ
をお伝えします。
四日市市勤労者・市民交流センター 1 階 多目的ホール
50 人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員にご連絡します）
6 月 21 日（木）必着で、
①名前（ふりがな）・性別、②生年月日③郵便番号・住所、④電話番号、
⑤心臓病・不整脈の有無、⑥運動制限の有無、「本気でシェイプアップ講座」
参加希望の旨を、はがき、電話（354-8291）、FAX（353-6385）、ま
たは直接健康づくり課まで。（〒510-8601 住所：四日市市諏訪町１－5）
講座で行う運動の強度は、やや強めです。

社会教育課では、行事について知っていただき、多くの方々に親しんでいただけるよう
サポーター講座を開催します。
鯨船行事に興味がある方からの応募をお待ちしております。
◇開催日
◇場

所

◇内

容

◇定 員
◇申込み
◇問合せ

以下の日曜日（全５回）１４時～１５時３０分
７月１・８・１５・２２・２９日
富田地区市民センター ２階 ホール

参加費無料♪

行事やそれに関わる歴史や文化について、地元保存会や専門家の方を
お招きしてお話しいただきます。
４０名程度（先着順）
応募用紙を下記までお送りください。
（用紙は、市 HP や各市民センターから）
社会教育課（担当：吉田、堀越）
TEL 354-8238 FAX 354-8308

