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人権/文化「お月見フェスタ ２０１８」
恒例の「お月見フェスタ 201８」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。

平成３０年度 塩浜地区防災訓練のお知らせ

♢日 時
♢場 所
♢入場料

いつ起きるかわからない三連動地震による津波・異常気象による大水害に備え、
各町内の訓練にみなさん参加しましょう。
♢日

時

♢場
所
♢訓練内容

９月９日（日）８時３０分～１０時（雨天決行）
＜８時４５分に、１分間訓練のためのサイレンが鳴ります＞

♢内

各町指定場所
各町計画の津波及び豪雨による水害を想定した、西方面の高台への避難を
お願いします。防災無線を利用して避難状況の確認を行ないます。
各町で計画の避難訓練・初期消火・応急手当・炊出し等の実施内容の
詳細は各自治会でご確認願います。

平成 30 年度 まちかど保健室・元気な中高年のための介護教室

時
師

◇会 場
◇問合せ

おしらせの回覧はお早めに・・・

回
覧

～母と私を救ってくれた言葉～
さくらい りょうこ （フルート・オカリナ奏者）
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」
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・同和教育推進業務推進広域事業

申込不要です

９月２１日（金）1３時 30 分～15 時
ユマニテク医療福祉大学校 教員
塩浜地区市民センター
社会福祉法人 風薫会

第２部

主 催
協 賛

介護を必要とされる方を地域で支え、高齢者に対する支援や見守りへの役立つ情報の
提供や介護の基礎知識を伝える講座を開催します。
住み慣れた自宅で、いつまでも安心して、いきいきと暮らしていけるように一緒に学
んでみませんか？
お気軽にご参加ください。
◇日
◇講

容

１０月１３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３日（月）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
トーク＆コンサート

２階 ホール
しおはま在宅介護サービスセンター（九鬼・倉田）
TEL 349-6381

ふれあいサロン「ほっと」開催します！
◇日

時

◇日

時

９月１４日（金）１０時～１５時
ヘルスプラザ 休養室（和室）
９月２１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 中 学 校・・・９月１３日（木）
＊雨天順延
♢海山道保育園・・・９月２３日（日）
＊雨天 ９月３０日（日）
♢磯 津 保 育 園・・・１０月１３日（土）
＊雨天 塩浜中学校体育館

♢塩 浜 小 学 校・・・９月２２日（土）
＊雨天順延
♢塩浜こども園・・・１０月２０日（土）
＊雨天 塩浜小学校体育館

自主運行バス・磯津高花平線の運行の変更について
いつも、本市の公共交通へご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。
平成３０年 10 月１日より、自主運行バス・磯津高花平線（磯津～塩浜駅～県立医療センター
～高花平）の運行を変更させて頂きます。
運行本数やダイヤなど詳細につきましては、平成３０年９月頃、お知らせさせて頂きます。
皆様には、ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【問合せ】都市計画課

公共交通推進室

こんにちは

塩浜子育て支援センター『あっぷっぷ』です。

色水遊び・泡遊びなどの水遊びや泥んこ遊び、蝉取りなど、夏ならではのあそびを思い切り楽し
み、ぐんとたくましくなった子どもたち･･･これから秋風が吹き、過ごしやすくなってきますね。
「あっぷっぷ」でいっぱい遊びましょう！お待ちしています。
＊9/ ４(火) 栄養士相談
＊9/18(火) 保健師相談
＊9/26(水) 絵本で遊ぼう

13 時 00 分～14 時 30 分
10 時 30 分～11 時 30 分
10 時 45 分～11 時 15 分

いずれも予約はいりません

10 日（とおか）は 父（とお）ちゃんの日です。
問合せ 塩浜子育て支援センター TEL & FAX 345-7978

TEL 354-8095

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

暑くなってきたので、朝
一度火を通しさまして、
保冷剤を入れてね。

～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

９月２７日（木）１０時～
塩浜地区市民センター １階 会議室
２５名
９月２１日（金）までに塩浜地区市民センターへ

９月 ４日（火）栄養士相談
10 時～11 時 30 分
ご都合のよい時間
９月１４日（金）保健師相談
10 時～11 時 30 分
に来てください。
９月１９日（水）絵本の読み聞かせ
10 時 50 分～11 時
駐車の際は住宅に向かって前進で駐車してくださいね。

TEL 345-2403

＊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。

主催：四日市ダンボールコンポストの会

「明日につなぐ

塩浜文化祭２０１８」

本年度も塩浜地区文化祭「明日につなぐ 塩浜文化祭 201８」を開催することになりました。

日 時
場 所

１０月２８日（日） 午前９時～午後３時まで
塩浜地区市民センター、昭和四日市石油グラウンド・体育館

皆さんの出品を下記の要領で募集しています。まだ時間は充分あります。
お一人でも多く出品していただき、文化祭を盛り上げましょう。
短歌、俳句、川柳、絵画、書道、写真、手工芸、生け花 など

出品者は

塩浜に関係のある人

1 人、1 部門、1 作品とします

出品の申込み締切りは 9 月 1３日（木）です
お問合せは塩浜団体事務局
主催/塩浜文化祭 201８実行委員会

TEL 347－0681 まで

協賛/塩浜まちづくり協議会・塩浜商工振興会

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：９月７、14 日、21、28（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

磯津保育園『なかよし会』のお知らせ。
園開放日時

９月７、14、21、28 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

こんにちは 『海山道保育園』です。
運動会の様子を海山道保育園に見に来てね♪
園庭開放日時 ９月６日（木）親子で体を動かそう（9 時 30 分～11 時 30 分の好きな時間）
９月 23 日（日）運動会 ＜雨天の場合 30 日(日)＞
＊お母さんのところまでよ～いドン!!に参加しよう
問合せ 海山道保育園 TEL 345－3608

◇日

時

◇会 場
◇テーマ
◇対 象
◇持ち物
◇問合せ

９月１９日（水）１０時～１１時３０分

参加費無料♪
塩浜地区市民センター ２階 ホール
申し込み不要です。
口腔ケアについて
動きやすい服装で
お越しください。
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 TEL 349-6381

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
◇材料費
◇定 員
◇持ち物
◇担 当
◇申込み

９月２０日（木）１０時～１３時

メニューは

塩浜地区市民センター ２階 調理室
お楽しみに♪
500 円（当日徴収します）
２４名（定員になり次第締切ります）
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
９月１４日（金）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。

【定期入会説明会】（毎月第 2、第 4 水曜日に開催）

日

時

会

場

９月１２日（水）１３時３０分～

シルバー人材センター（十七軒町）

９月 2６日（水）１３時３０分～

あさけプラザ

シルバー人材センター（十七軒町）

１０月２４日（水）１３時３０分～

あさけプラザ

◇その他
◇問合せ

☆未来 <湊かなえ>

☆ヘイ・ジュード 東京バンドワゴン <小路幸也>

【児童書】
☆みえるとかみえないとか <ヨシタケシンスケ >
☆おしっこちょっぴりもれたろう <ヨシタケシンスケ>
☆おしりたんていあやうしたんていじむしょ <トロル>

◇募集人数

１人

◇職務内容
◇任
期

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１１月１９日から平成３１年３月３１日
（再任用する場合もあります）
桜地区市民センター
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

◇勤 務 地
◇主 な 受 験 資 格

2 階 第１小ホール

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
会場（あさけプラザ）への問い合わせはご遠慮ください。
四日市市シルバー人材センター TEL 354-3670 FAX 351-4830

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

【一般書】
第 15９回直木賞受賞作
☆ファーストラヴ <島本理生>
☆下町ロケットゴースト <池井戸潤>
☆新撰組の料理人 <門井慶喜>
☆あやかし草紙 <宮部みゆき>
☆宮部みゆきの江戸怪談散歩 <宮部みゆき>
☆ウォーターゲーム <吉田修一>
☆魔力の胎動 <東野圭吾>

2 階 第１小ホール

１０月１０日（水）１３時３０分～

◇対 象
◇持ち物

♪塩浜地区市民センター
♪曙 二丁目
♪磯津公会所
♪小 浜 町

◇募集期間
◇応募方法

◇問合せ先

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
平成３０年８月２０日（月）から９月１８日（火）（必着）
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）の午前８時３０分から午後５時１５分
までにお願いします。
市民生活課 TEL 354-8146

平成 30 年度

◇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。
８月２０日（月）～８月３１日（金）

四日市市社会福祉協議会では、「四日市市社会福祉協議会 福祉教育大学」を開講し、福祉の基
礎知識や専門知識を勉強できる様々な講座を通じ、「ふだんのくらしのしあわせ」について考え
る「福市民」を養成しています。
今年度の四社協福祉ゼミナールでは、本格的な高齢社会に向けて地域の助け合い活動など高齢者
を支えるしくみづくりが重要になってきていることから、介護の取り巻く環境がどうかわってい
くか？地域で何ができるのかをみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

№
１
２

応急手当を身につけましょう。

３
４

９月９日は「救急の日」です。この日を含む一週間（日曜日から土曜日まで）が「救急医療週
間」となっています。
「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国
民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和５７年に
定められました。この日を機会に応急手当を身につけましょう。

定期普通救命講習のご案内

福祉教育大学

四社協福祉ゼミナール受講生募集

（９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

四日市市社会福祉協議会

５

日 時

内 容

10/8（月・祝日）14:00～16:00

四社協福祉ゼミナール開校式「アクティブシニアのすすめ」

じばさん三重 4 階視聴覚室

大阪教育大学

11/19（月）

「これから求められる活動とは・・介護予防活動の必要性」

14:00～16:00

会場調整中
12/17（月）

新崎国広

氏

講師 市内介護予防活動実践者を予定
14:00～16:00

地域包括ケアについて

じばさん三重 4 階視聴覚室

講師 四日市市社会福祉協議会

1/21（月）

実践報告

14:00～16:00

生活支援コーディネーター

「地域のお互い様サービスに学ぶ」

じばさん三重 4 階視聴覚室

講師 市内活動者を予定

2/18(月)

福市民のつどい・
「福市民のすすめ」

14:00～16:00

じばさん三重

大阪教育大学

新崎国広

氏

場

所

じばさん三重

講
定

師
員

大阪教育大学 新崎国広 氏 他
50 名（応募多数の場合は抽選） ※決定通知を後日送付します。
＊1 回のみでも受講可能ですが、全５回受講いただける参加希望者を優先します。

四日市市消防本部では心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなどを含む応急手当を身につけるため
の定期普通救命講習を平成３０年度に以下の日程で実施しています。
平成３０年 ９月 ８日 中消防署

平成３０年１２月 ８日 中消防署

９月２２日 北消防署

平成３１年 １月１２日 北消防署

１０月１３日 南部分署

２月 ９日

１１月１０日 中央分署

３月 ９日 中央分署

楠地区市民センター

参加費
申 込

無料
9 月 14 日（金）までに電話、ＦＡＸ、メールで①氏名②住所③電話番号④志望動機
を四日市市社会福祉協議会地域福祉課へお申込みください。
問合せ 四日市市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL 354-8144 FAX 354-6486 メール y-vc@m3.cty-net.ne.jp

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう!!
詳しくは四日市市消防本部ＨＰ、または四日市市防災教育センターへお問い合わせ下さい。
申込み・問合せ
四日市市防災教育センター（北消防署併設） TEL ３６５－３１１９
「救命の連鎖」を支える重要な役割を担うため、応急手当を身につけましょう。
四日市市南消防署
TEL ３４５－０５３０
四日市市南消防署南部分署 TEL ３４９－５１１９

『こども子育て交流プラザ』では、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。ぜひ、ご来館ください！!
９月 １日（土）
９月１６日（日）
９月１７日（月）
９月２４日（月）

地震ゆれ実験
プラザおんがくかい
敬老会
メモ帳作り

※詳細はこども子育て交流プラザにお問合せ
ください。
TEL 330-5020 FAX 334-0606
四日市市東新町 26 番 32 号橋北交流会館 4 階

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

８月２９日（水）午前１１時００分ころから数分程度
（２）試験放送内容
放送機器

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
およびＣＴＹ－ＦＭラジオ放送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 )

四日市国際交流センター（ＹＩＣ）では、市内に在住する外国人
市民に日本語や日本文化を教えていただくボランティアを随時募集
しています。
◇マンツーマン指導
ボランティアと外国人学習者が、１対１のペアを組んで継続した学習
をします。
◇資格・経験不問
高校生以上であれば、どなたでも登録いただけます。初めての方も大歓迎！
◇選べる活動日時
火～日曜日の９時～１７時の間で、活動可能な曜日と時間（１回６０分から９０分）
を選んで登録。
◇活動場所
四日市国際交流センター（四日市市諏訪町１－５ 四日市市役所北館５階）
開館：９時～１７時
問合せ

四日市国際交流センター
TEL 353-9955（月曜日・祝日・年末年始休館）
※見学も可能です！

※地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●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 119 箇所
● 平成３０年度は４回の試験放送を予定しています。
平成３０年 ５月１６日（水）１１：００から（実施済）
平成３０年 ８月２９日（水）１１：００から
平成３０年１１月２１日（水）１１：００から
平成３１年 ２月２０日（水）１１：００から

【問合せ】危機管理室

TEL 354-8119

