
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度も塩浜地区文化祭「明日につなぐ 塩浜文化祭 201９」を開催することになりました。 

 

日 時  １０月２７日（日） 午前９時～午後３時まで 

場 所  塩浜地区市民センター、昭和四日市石油体育館 

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 

作品の大きさは、展示の都合上、下記のように制限しますのでご協力ください。 

短歌・俳句・川柳・・・色紙、短冊の様式 

      絵画・・・・・・・・・20 号までの作品 

（額縁を含む大きさをお知らせください） 

書道・・・・・・・・・掛け軸、額など 

写真・・・・・・・・・四つ切以下で、額に入れた作品 

手工芸・・・・・・・・縦・横 50cm 以下の作品 

      ふれあい作品・・・・・180cm×180cm 壁面で展示できる作品 

出品の申込み締切りは 9 月 1２日（木）です 

お問合せは塩浜団体事務局 TEL 347-0681 まで 

 

主催/塩浜文化祭２０１９実行委員会   

   協賛/塩浜まちづくり協議会/塩浜商工振興会 

自 治 会 月  日 時  間 場  所 

馳 出 町 ７月 27 日（土）雨天決行 18時30分頃～ 馳出町倶楽部 

七 つ 屋 町 ８月 3 日（土）雨天時は会議所で実施 18時30分頃～ 七つ屋公園 

中 里 町 

小 浜 町 

塩浜本町二丁目 

大 池 町 

８月 10 日（土） 

雨天時：11日（日） 
18 時 30 分～ 塩浜公園 

大 里 町 ８月 14 日（水）雨天時：15 日（木） 19 時～ 大里町町民館広場 

 

  

塩浜地区市民センター  

TEL 345-2403 

塩浜団体事務局   

TEL・FAX 347-0681 

【各教室共通】 

◇時 間：１０時～１２時  ◇対 象：小学生以上   

◇定 員：子ども２０名    ◇参加費：無料 

◇申込み：住所、氏名、学年、保護者氏名、連絡先を塩浜地区市

民センターまで TEL 345-2403 

 ◎低学年の児童については、保護者による送迎をお願いします。 

 ◎熱中症に注意し、帽子、タオル、水筒等を持参してください。 

塩浜地区在住の方で、英会話・

将棋・書道等特技や技能をお持

ちの方で子どもたちに教えてい

ただける方を募集します。詳し

くは塩浜地区市民センターまで

ご連絡ください。 

 

８/１０(土) お菓子作り 

☆場  所  塩浜地区市民センター 調理室 

☆申込締切  ８/２（金） 

☆持 ち 物  エプロン、三角巾、ふきん、 

台ふき 

 
フルーツかんを 

作るよ♪ 

８/３１(土) 七宝焼き 

☆場  所  塩浜地区市民センター 調理室 

☆申込締切  ８/２３（金） 

☆持 ち 物  エプロン 

 
世界にひとつだけの 

オリジナル作品を作ろう♡ 

親子での参加やおじいちゃん、おばあちゃんと一緒でも OK です。 

定員になり次第締め切ります。 

塩浜地区在住の講師が楽しくわかりやすく教えてくれるから初め

てでも心配いりません。お気軽にどうぞ！ 

 
再掲載 

主催：塩浜地区市民センター  

 ◇日 時 ８月 9 日（金）10 時～15 時 ヘルスプラザ 休養室（和室） 

※8 月は上記のみ開催です。塩浜地区市民センターでの開催はお休みします。 

主催：ふれあいサロン「ほっと」 

 会費 
100円 

おしらせの回覧はお早めに・・・ 

回 

覧 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

８／2、9、23、30（金）9 時 30 分～11 時 30 分 

    お好きな時間に来ていただいて結構です 

 問合せ 磯津保育園 TEL 346-1001 

磯津保育園『なかよし会』のお知らせ 

塩浜児童館よりお知らせです！ 

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 

 

★8 月の「あそびの会」はお休みです★ 

 

こんにちは 塩浜子育て支援センター『あっぷっぷ』です。 

問合せ 塩浜子育て支援センター TEL & FAX 345-7978 

      相談電話 TEL 345-3553 

セミの鳴き声と共に、いよいよ本格的な夏の到来です。水遊び等お母さんたちも一緒に、

夏ならではの遊びを思いっきり楽しみましょう！      

※ 保健師相談     ８月１４日（水） 10 時 00 分～11 時 30 分 

（受付 11 時 15 分まで） 

※ 絵本の読み聞かせ  ８月２１日（水） 10 時 45 分～11 時 15 分 

 

 

 

 

 

 

問合せ 塩浜こども園子育て支援センター TEL 346-2711 

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  ９時～14 時（土・日・祝日は休み） 

ランチタイム      11 時 30 分～12 時 30 分 

８月１日（木）  わらべうたあそび     10 時 45 分～11 時 

 

暑さが増し、水を張ったタライに手を入れてピチャピチャしたり、カップで水をすく

ったり出したりして、親子で一緒にあそびましょう。 

水あそびの準備物として、着替え、タオル、帽子を持ってきてくださいね。 

おうちの方も、ぬれてもよい服装であそびにきてください。 

電話相談もありますのでご利用ください。 

 平成 31 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職

員が調査に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるも

のです。市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協

力をお願いします。 

また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課

税台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

 

問合せ 資産税課家屋係 TEL 354-8135 FAX 354-8309 

 

こんにちは『海山道保育園』です。 

「お天気の良い日は水遊びをしよう」 

ぬれてもよい服、タオル、着替えを持ってきてくださいね 

園庭開放日時：8 月 8 日（木）10 時～11 時 30 分 

問合せ 海山道保育園 TEL 345-3608 

※9 月より入園申込みが始まります。 
広報よっかいちをご覧ください 

 

 

戦没者を追悼し平和を祈念する日 
８月１５日に黙とうを 

8 月 15 日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で政府主催の「全国戦

没者追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙とうをお願い

します。黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。 

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。 

健康福祉課 TEL 354-8109 FAX 359-0288 

 

子供たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料の 

とおり通学等を除く私用での交通事故の通行目的別では、道路での 

遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子供は背丈が低くドラ 

イバーから見えづらいなど、道路での遊戯は非常に危険です。これ 

から夏休みに入り子供たちの屋外での活動も活発になる時期となり

ますが、悲惨な事故から尊い命を守るため、子供たちを道路で遊ばせ 

ないように注意しましょう。 

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く） （警察庁 H26～H30） 

通行目的 観光娯楽 散歩 買物 訪問 遊戯 その他 合計 

発生数 127  84 243 403 670 692 2,219 

発生率 5.7％ 3.8％ 11.0％ 18.2％ 30.2％ 31.2％ ― 

 

問合せ 道路管理課交通安全係 TEL 354-8154 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度(令和元年度) 

看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！ 

潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できる

ように、または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい

方に対して研修を開催いたします。 

○ 開催期間・受付期間               （開催場所：四日市看護医療大学） 

【第１回】 

開催日  ９月３日（火）、１０日（火）、１７日（火）、２４日（火） 

１０月１日（火）、８日（火） 

受付期間 ８月２３日（金）まで （※受付期間が過ぎても９月２日まで受け付け可） 

【第２回】 

開催日  １１月５日（火）、１２日（火）、１９日（火）、２６日（火） 

１２月３日（火）、１０日（火） 

受付期間 １０月２５日（金）まで（※受付期間が過ぎても１１月１日まで受け付け可） 

【第３回】 

開催日  令和２年１月７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火） 

２月４日(火)、１２日（水） 

受付期間 １２月２７日（金）まで（※受付期間が過ぎても１月６日まで受け付け可） 

○受講資格     以下の要件を満たす方を対象とします。 

1. 再就業を希望する潜在看護師 

2. 訪問看護に興味のある現役看護師 

3. 訪問看護師になりたい方 

4. 全日程参加できる方 

※全日程参加が難しい方、研修内容など詳しくは下記問合せまでご連絡願います 

○受講料  無料 

 

問合せ  健康福祉課 企画係 TEL 354-8281 栗田 

昨年度の受講風景 

《 四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！》 

8 月のイベントは下記の通りです。料金は無料です。詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

問合せ 四日市市こども子育て交流プラザ 

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 

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

8 月 3 日（土）13 時 30 分～15 時 伝承ゲーム 

8 月 11 日（日）10 時 30 分～12 時・13 時 30 分～15 時 すいすい浮
ふ

沈子
ち ん し

作り 

8 月 18 日（日）13 時 30 分～15 時 防災知識もりもり大作戦 

8 月 24 日（土）13 時～16 時 プラザ夏まつり 2019 

排水管高圧洗浄の投げ込みチラシにご注意を！ 

○市とは関係ありません 

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施 

する」というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには 

「三重県第○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」な 

どと書いてありますが、市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行 

うことはありません。 

 

○チラシの内容をよくご確認ください 

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計す

ると高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。 

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取

り、周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと

確認し、かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。 

 

問合せ 市民生活課 市民・消費生活相談室（市役所１階） 

TEL 354-8264（受付は平日 9 時～12 時、13 時～16 時） 

 

ロコモティブシンドロームについての講義、ストレッチ運動や筋力トレーニングの実践、

運動を継続できる場の紹介など、健康づくりに気軽に取り組む方法を学ぶ２回シリーズの教

室です。 

対象者：市内に在住する６５歳以上の人  

場 所：塩浜地区市民センター 2 階 ホール 

日 時：８月 2７日（火）・９月３日（火）1０時～1１時 30 分 

講 師：日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 荒深 裕規 さん 

定 員：20 人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知） 

参加費：無料 

持ち物：運動できる服装、飲み物 

申込み：８月 14 日（必着）までに、教室名、受講場所、住所、名前（ふりがな）、 

年齢、電話番号を、はがきか電話、ファクス、または直接、高齢福祉課 

窓口（市役所 3 階）へ 

（〒510-8601 諏訪町 1-5 TEL 354-8170 FAX 354-8280） 

https://www.irasutoya.com/2015/12/blog-post_660.html
https://3.bp.blogspot.com/-CblDFmVP1KA/VRE4tfjfI_I/AAAAAAAAsWk/-bsV3aEBNp4/s800/document_mitsumorisyo.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くるべ古代歴史館  

～体験イベントのお知らせ～ 
 

◆弥生土器のもようをうつしとろう  

〔日 時〕８月７日(水) 13 時 30 分～15 時 

〔対 象〕小学４年生以上  〔内 容〕拓本(紙)で土器のもようをうつしとります。 

〔料 金〕無料 〔その他〕申込み不要  

◆くるべで勾玉をつくろう！  

〔日 時〕９月８日(日)、15 日(日) いずれも 10 時～12 時（受付 9 時 30 分～） 

〔対 象〕小学生以上（小学生は保護者同伴） 〔料 金〕無料  

〔定 員〕各回 20 人(応募多数の場合は抽選) 〔持ち物〕汚れてもよい服装 

〔申込み〕８月 10 日（必着）までに、参加希望日、参加者全員の名前・年齢 

（はがき１枚につき２人まで）、代表者の住所・電話番号を、往復は 

がきで、くるべ古代歴史館へ 

 

詳しくは、『広報よっかいち』７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。 

 

問合せ 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 〒510-8034 大矢知町 2323-1 

                                 TEL 365-2277 FAX 365-2288 

塩浜団体事務局の業務は８月１３日（火）～１５（木）は休ませていただきます。 

☆通常の開所日（祝日を除く）月曜日～金曜日   ９時～12 時・13 時～16 時 

         塩浜団体事務局 TEL＆FAX 347-0681 

ユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」が８月１４日（水）・１５日（木）に 

富田地区で行われます。見学と体験ツアーに参加して、勇壮な鯨船を体感してみませんか。 

 

［日   時］8 月 15 日（木）9 時 30 分～15 時頃（9 時受け付け） 

［集合場所］富田地区市民センター２階ホール 

［内   容］鯨船の概要の説明、各組の鯨船山車に分かれて 

町練りと本練りの見学・体験 

［そ の 他］8 月 1 日までに、参加者全員の住所・名前・年齢、 

       代表者の連絡先を、電話かファクス、Ｅメールで、 

社会教育・文化財課へ。 

荒天により中止の場合あり。 

 

 詳しくは、『広報よっかいち』６月下旬号、ＨＰ（「とりでじんじゃのくじらぶね」検索）

をご覧ください 

                          

                 問合せ 四日市市教育委員会社会教育・文化財課  

                         TEL 354-8238/FAX 354-8308 

                                E-mail syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

ユネスコ無形文化遺産 

「鳥出神社の鯨船行事」見学と体験ツアー参加者募集 

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）

にかかる経費の一部を補助します。 

 

◆対象事業 

  １０月 1 日（火）～令和 2 年 3 月 31 日（火）に実施される事業 

   （※同一申請者(団体)による申請は、年度 2 回までとします） 

◆応募資格 

  市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

◆補助限度額 

  活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助） 

  ただし、補助金額には上限があります 

◆募集スケジュール 

  ８月 2７日（火）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出

ください。申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいた

します。 

◆応募書類 

  募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。 

  また、市のホームページからもダウンロードできます。 

 

問合せ 健康福祉課  TEL 354-8281 

在宅医療市民啓発活動事業を補助します 

 


