受賞おめでとうございます
塩浜地区市民センター
TEL 345-2403
塩浜団体事務局
TEL・FAX 347-0681

５月３０日（木）四日市市総合会館において都市緑化関係功労者表彰式典
が開催され、都市緑化、美化についての啓発、普及、向上に対する顕著な功
績により、以下の団体が表彰されました。
【都市緑化関係功労者表彰】

塩浜商工振興会

＜再生可能エネルギーへの取り組みと未来像＞
環境へ配慮したエネルギー確保は今や世界的関心事となっています。本年はこの点を
重視した企業について、以下の日程で見学を予定しています。
ぜひ多くの方々の参加をお待ちしております。
◇日

時

◇
◇行き先
◇定 員
◇費 用
◇申込み

７月８日（月） ７時４５分集合
※８時出発、１８時頃帰着予定
塩浜地区市民センター駐車場
（株）中部プラントサービス（多気）バイオマス発電
（株）青山高原ウインドファーム（青山町）風力発電
４２名（定員になり次第締切ります）
１名 4,000 円 ※当日集金します（昼食代含む）
６月１８日（火）９時３０分から
塩浜地区市民センター ２階会議室にて受付ます

～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

７月４日（木）１０時～
塩浜地区市民センター １階 会議室
２５名
７月１日（月）までに塩浜地区市民センターへ

TEL 345-2403

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

【申込方法】＊電話での受付はいたしません
＊申込人数は１人で２名分まで
＊住所氏名などを記載した名簿を工場あて提出に同意の方のみ受付
主催：塩浜地区社会福祉協議会

生活環境部

市民税・県民税の第１期分の納期限は７月１日（月）です。
納付には、便利で安心な口座振替をご利用ください♪

四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」
の設置を推進しています。これは、子どもの登下校や放課後において「痴漢」、
「連れ去り」、
「付
きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、警察や学校などへ
通報していただくことを目的としています。そしてステッカーを家の前に貼っていただくこと
で、地域の犯罪を未然に防ぐという抑止効果も考えられます。
現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただける方、事情により
ご協力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願います。
【塩浜地区の設置推進団体】

塩浜小学校 PTA

おしらせの回覧はお早めに・・・

回
覧

四日市市ＰＴＡ連絡協議会
四日市市・四日市市教育委員会

（青少年育成室

TEL 354-8247）

5 月 2５日（土）に三菱ケミカル㈱とグループ会社２４社による地域清掃活動が行われ
ました。この活動は地域の美化を進め、より快適にしたいとの趣旨から、毎年 5 月 30 日
の「ゴミゼロの日」前後に実施され、今年で 2８回目となります。
同社の上南事業所長をはじめ、従業員有志とそのご家族が参加され、
子どもさんも含め約８００人が塩浜、河原田、日永、浜田地区に分か
れて公園や歩道の除草や側溝の空き缶拾いなど清掃作業をされました。
塩浜地区では、今年も７自治会が企業と力を合わせ清掃活動を行い
ました。

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、本年も敬老行事
を行います。当日は、できるだけ多くの方に参加していただきたいと考えており、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、対象の方
には、もれなく案内を送付したいと考えています。
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、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行事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、
令和元年６月２８日（金）までに高齢福祉課（電話 354-8455）
へご連絡をいただきますようお願いします。その場合、敬老行事
のご案内や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

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が本年１月１７日に公
布され、当センターを含め市の施設における７月１日からの敷地内禁煙が決定しました。
６月２８日（金曜日）に敷地内にある灰皿を全て撤去しますので、ご理解・ご協力をお願
いします。
塩浜地区市民センター

◇開催予定日

◇場
◇内

所
容

◇修
◇定
◇

了
員

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、
暑い夏を元気に過ごしましょう。

２. 喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
３. 日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠
といった体調管理を行いましょう。
健康づくり課 TEL 354-8291

TEL 354-8455

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的
とした、地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

館長

１. 上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。

高齢福祉課

以下の土曜日（全９回) 9:30～12:00
ただし、７月 27 日は 13:30～16:00、10 月 12 日は 9:30～16:30、
11 月 16 日は 14:00～16:30
令和元年７月 13・27 日、８月 24 日、９月 14・28 日
10 月 12・26 日、11 月 16 日、12 月 14 日
四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、
地域資源のマッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討
議、レポート作成など
全９回中、５回以上の出席と 800 字程度のレポート提出で修了証を交付
40 名（応募者多数の場合抽選）
６月 28 日（金）までに
四日市市役所 市民協働安全課 （担当：室田、渡瀬）
TEL 354-8179 FAX 354-8316

くるべ古代歴史館出張展示

◇日 時：８月２５日（日）午後７時５５分頃（予定）
◇場 所：四日市港 富双緑地
◇内 容：結婚記念、還暦などのお祝い、故人への追悼、
プロポーズなどのメッセージ（名前を含めて

久留倍官衙遺跡公園に新しく八脚門が完成したことにあわせて、奈良時代を中心に、
古代の役所の門などについてパネルで紹介します。
〔期

間〕６月 19 日（水）～７月 12 日（金）9 時～21 時
（火曜日は休館。初日は午後から、最終日は午前まで）

２５文字以内）を花火大会当日の実況中継で
紹介しながら花火を打ち上げます。
◇料 金：３万円（特典：４人分のテーブル席、花火大会オリジナルフォト進呈）
◇申込み：７月１２日（金）までに、四日市観光協会（近鉄四日市駅高架下四日市物産観光ホール内）
窓口へ。または四日市花火大会ホームページ
（https://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）の申し込みフォームをご利用ください。
（先着順）

〔開催場所〕三浜文化会館（海山道町）
〇展示解説会
〔日

時〕６月 29 日（土）14 時から

〔会

場〕三浜文化会館（海山道町）

〔内

容〕学芸員が分かりやすく説明します

〔その他〕無料、参加自由、申し込み不要

留倍官衙遺跡の八脚門（復元）

◇問合せ：四日市花火大会実行委員会事務局 TEL 354-8405

詳しくは、
『広報よっかいち』６月下旬号、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（http://www:city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください
四日市市教育委員会社会教育・文化財課 くるべ古代歴史館
TEL 365-2277

FAX 365-2288

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kurube@city.yokkaichi.mie.jp
運動に食事・・分かっているけど難しい・・・
そんなあなたに役立つヒントをお伝えします☆

◇開催日時

7 月 6 日、13 日、20 日、27 日（いずれも土曜日）
9 時 30 分から 11 時 30 分

◇対 象 者

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。

◇内

容

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。

◇開催場所

四日市市勤労者・市民交流センター 1 階 多目的ホール
（日永東 1 丁目 2-25）

◇定

員

◇申込方法

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（金）必着で、①名前（ふりがな）②年齢 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）

◇そ の 他

講座で行う運動の強度は、やや強めです。

◇問 合 せ

健康づくり課 TEL 354-8291

