
■■■時５月13日（土）・14日（日）
９：00〜18：00
■■所ばんこの里会館（陶栄町）周辺
■■内40軒近くの店が立ち並ぶ廉売市。
絵付け体験などの各種体験コーナ
ーほか
◆四日市萬古陶磁器コンペ2017
表彰式・作品展示
今回は、｢ねこ」をモチーフに陶磁

器作品を募集しました。その優秀作
品を表彰、展示します。
■表彰式
■■時５月13日（土） 11：00から
■■所ばんこの里会館３階

■作品展示（入賞・入選作品のみ）
■■時５月11日（木）〜14日（日）
10：00〜17：00
（13･14日は９：00〜18：00）
■■所ばんこの里会館３階 多目的ホ
ール

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
を除いて毎日開館してい
ます。ゴールデンウイー

クもイベント目白押し。
■■対幼児・小学生（幼児は保護者同伴）

■■料無料
■■申４月24日９：00以降に、電話かフ
ァクスで、または直接、同プラザ
へ

昨年12月１日、｢鳥出神社の鯨船
行事」が全国33件の「山・鉾・屋台
行事」の一つとして、ユネスコ無形
文化遺産に登録されました。この大

切な無形文化遺産をより多くの人に
知っていただき、次世代へとつない
でいくため、楽しく学べる市民講座
（全３回）を開催します（修了生には、
鯨船サポーターとして行事への参加
や手伝いをお願いする予定です）。
■■対小学生以上の人（市外在住でも可。
小学生は保護者同伴）
■■時５月28日、６月25日、７月23日
（いずれも日曜日）
14：00〜15：30
■■所富田地区市民センター２階 ホー
ル
■■内富田と鯨船の歴史、基本的な行事
の流れ、演技や太鼓、唄い、各役

うた

割の話など
■■定30人程度（先着順）
■■料無料 ■■持筆記用具
■■申５月19日までに、応募用紙を、郵
送かファクス、Ｅメールで、また
は直接、〒510−8601 社会教育
課（市役所９階）へ
■■他応募用紙は、同課で配布するほか、
市ホームページ（■■■HP■■ID14908314
49345）からも入手できます。会
場の駐車場はスペースが限られて
いるため、できる限り公共交通機
関をご利用ください（近鉄富田駅・
ＪＲ富田駅から徒歩５分）

■■■内■■■時

「プラザウォーク
～プラザ探検隊～」

プラザを回って、ミッ
ションのクリアを目
指そう

５月
３日・４日

（いずれも祝
日）

11：00～
16：00

「ここプラザの日
～こども上映会～」

ポップコーンを食べ
ながら、友達や家族と
一緒に映画を楽しも
う
■■■定各回50人（要予約）

５月５日
（祝）

①10：30～
②13：30～

「母の日
プレゼント工作」

ラッピングバッグを
作って、お母さんにプ
レゼントを渡そう
■■■定各回10人（要予約）

５月14日
（日）

①10：00～
12：00

②13：00～
15：00

お出掛けにちょうどいい季節になりました

→

ゴールデンウイークは
こども子育て交流プラザへ

こども子育て交流プラザ
（緯330-5020胃334-0606）

ユネスコ無形文化遺産
「鳥出神社の鯨船行事」市民講座
社会教育課（緯354-8240胃354-8308
■■■糸syakaikyouiku@city.yokkaichi.mie.jp）

５月31日は軽自動車税の納期限で
す。納期限までに納付してください。
口座振替をご利用の人は、前日までに
振替口座の残高を確認してください。
納税通知書は５月１日に発送する

予定です。
→

平成29年度
軽自動車税の納期のお知らせ
収納推進課（緯354-8141 胃354-8309）

四日市萬古まつり
観光・シティプロモーション課

商工課
■■問萬古陶磁器振興協同組合連合会
（緯330-2020胃330-2021）
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時
すわ公園交流館
［緯350-8411 胃350-
8412 月曜日休館（祝
日の場合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■内誰でも簡単に作れるこいのぼりの工作キ
ットを完成させて、ホールに貼り付けよう。
持ち帰ることもできます

すわ公園交流
館

簡単工作コーナー
「こいのぼりを
作って貼ろう！」

月25日（火）～4
月 日（日）5 7

［ 月 日（月）は休館］5 1

宮妻峡ヒュッテ
（緯／胃329-2237）

当日、参加自由
■■■内タケノコごはんの調理など
■■料大人500円、中学生以下200円

宮妻峡ヒュッ
テ

「宮妻桜」花見と
タケノコまつり

10：00
から月29日（祝）4

楠歴史民俗資料館
［緯398-3636 胃398-
3637 月曜日休館（祝
日の場合はその翌平日）］

開館中、観覧自由（初日は12：00から、
最終日は12：00まで）
■■■内坂口せき子さんによる作品展
■■■料無料

楠歴史民俗資
料館 展示棟

楠歴史民俗資料館
企画展示
「絵手紙展」

月 日（火）～5 2
14日（日）
：00～17：009

スポーツ課
（緯354-8429
胃354-8432）

当日、参加自由
■■■内パドルテニス、インディアカ、タスポニ
ー、ファミリーバドミントンなど、子ども
から高齢者まで楽しめます。抽選会や軽食
コーナーもあります ■■料無料

四日市ドーム

ニュースポーツや
ゲームなどを
体験しよう！
四日市市レクリエ
ーション大会

10：00～
15：00
（ ：309
受け付け）

月 日（祝）5 3

泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■内和菓子に時季のものを添えて（数量限定）
■■料一服400円
■■他いす席。入席は15：40まで

茶室「泗翠庵」
立礼席（いす席）
りゅうれいせき

（鵜の森公園内）

泗翠庵
サービスデー
（毎月第 木曜日）1

10：00～

16：00
月 日（祝）5 4

社会教育課（緯354-
8240 胃354-8308）
よっかいち緑の会
（緯321-0475）

当日、参加自由（雨天実施）
■■■内ツボスミレやゴウソなど春の植物の観察
■■持長靴、長袖、長ズボン、帽子

御池沼沢植物
群落東部指定
地（西坂部町）

国指定天然記念物
「御池沼沢植物群
落」自然観察会

：009～

12：00
月 日（土）5 6

すわ公園交流館
［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

月 日までに、住所、名前、電話番号を、5 2
同館へ ■■■内誰でもできる節電対策、グリー
ンカーテン。省エネやグリーンカーテン、
その育て方などについての話を聞きます
■■料無料 ■■定20人（先着順） ■■持筆記用具
■■他ゴーヤの苗（ 株）をお渡しします2

すわ公園交流
館

すわ環境講座
「家にグリーンカー
テンをつくろう！」

13：30～

14：30
月11日（木）5

商工課
■■■問四日市商工会議所
経営支援課
（緯352-8290
胃355-0728）

事前に、四日市志創業応援隊ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｓｏｇｙｏ.ｃｏｍ
/）から申し込み ■■■対創業を考えている女性、
創業して間もない女性 ■■内創業前に考えて
おくことや、創業時に困らないための準備に
ついてお話しします。セミナー後は参加者同
士の交流会を開催します ■■師Office

オフィス

Aube
オーブ

代表 五十嵐暁美さん ■■料無料（交流会参
加者は500円） ■■他次回は 月 日（金）6 2
18：30から同会場で開催予定

四日市商工会
議所

四日市志
創業応援隊
「女性の創業セミ
ナー①～創業する
ときに『困ること、
悩むこと』～」
（ 回シリーズ）2

18：30～

20：30
月12日（金）5

社会教育課
（緯354-8240
胃354-8308）

当日、参加自由（小雨実施） ■■■内タケノコ掘り
と御池沼沢植物群落についての説明 ■■料無
料 ■■持長靴、長袖、長ズボン、帽子、タケノコ
を掘る道具 ■■他駐車スペースが限られるた
め、できる限り乗り合わせてお越しください

御池沼沢植物
群落西部指定
地（西坂部町）

国指定天然記念物
「御池沼沢植物群
落」
タケノコ掘り会

：00～9
11：00
（好きな
時間に
参加可）

月13日（土）5

防災教育センター
（緯365-3119
胃364-6095
：00～17：009
月曜日、祝日休館）

月 日までに、電話で、同センターへ5 6
■■■対市内に在住、または通勤・通学する人
■■内心肺蘇生法（人工呼吸・胸骨圧迫）、AED
（自動体外式除細動器）の使用法、止血法、
異物除去など ■■定30人（先着順） ■■料無料
■■他訓練用人形を使った実技訓練も行います

北消防署定期普通救命講習
：009～

12：00

健康福祉課
（緯354-8281
胃359-0288）

当日、参加自由
■■■内基調講演「地域福祉の担い手」（■■師北勢
地区老人福祉施設研究協議会会長 西元幸
雄さん）、地域の代表者による取り組み事例
の紹介（「さろんde志氐我野運営委員会」、

し で が の

「楠の木るすばん隊」）、パネルディスカッシ
なん

ョン ■コーディネーター 名古屋経営短
期大学教授 三好禎之さん ■■■定200人

よし ゆき

■■料無料 ■■他詳しくは、市ホームページ（■■■HP
■■ID1490249307334）をご覧ください

総合会館 階8
視聴覚室

地域福祉講演会
～支え合い、暮ら
し続けられる地域
社会の実現を目指
して～

14：00～

16：00
（13：30
開場）
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時
子ども会育成者連絡協
議会事務局（青少年育
成室内 緯354-8247
胃354-8061）

■■■内こどもステージ、ミニ新幹線、ふわふわこに
ゅうどうくん、ゲームコーナー、パトカー・消防
車の展示試乗、きらら号の天体観測、自動車
文庫、飲食コーナー（有料）ほか ■■料入場無料

四日市ドーム
第45回
四日市
こどもまつり

：00～9
15：00
（ ：458
開場）

月14日（日）5

泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

当日、参加自由 ■お茶の五木園「抹茶生
大福」（熊本県人吉市） ■■■料一服400円
■■他30個限定（無くなった場合、通常の和菓
子）。入席は15：40まで

茶室「泗翠庵」
立礼席（いす席）
りゅうれいせき

（鵜の森公園内）

全国和菓子めぐり
（毎月第 日曜日）2

10：00～

16：00

すわ公園交流館
［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

事前に、同館へ ■■■対小学 年生以上（大人サポ6
ーターもアドバイス役としてぜひご参加くださ
い） ■■内「こども四日市」をさらに面白くするた
めに、一緒にアイデアを出し合って、具体的な
形にしていきましょう ■■定30人 ■■持筆記用具

すわ公園交流
館

こども四日市
GOLD市民会議

16：00～

17：30

楠歴史民俗資料館
［緯398-3636 胃398-
3637 月曜日休館（祝
日の場合はその翌平日）］

開館中、観覧自由（初日は13：00から、最
終日は12：00まで） ■■■内生活色彩「グラス
アート」による作品展 ■■料無料 ■■他出展者
による体験会を 月27日（土）午後に開催5

楠歴史民俗資
料館 展示棟

楠歴史民俗資料館
企画展示「影と光の
ハーモニー ライ
ティングアート展」

月16日（火）～5
31日（水）

：00～17：009

すわ公園交流館
［緯350-8411 胃350-
8412 月曜日休館（祝
日の場合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■内童謡や懐かしの名曲、季節の歌などを歌
います。一緒にみんなで歌いましょう
■出演 Brilliant

ブリリアント

Colors ■■■料無料
カラーズ

すわ公園交流
館

みんなで唄おう！
野ばら音楽会♪
（毎月第 火曜日）3

14：00～

15：00
月16日（火）5

スポーツ課
（緯354-8429
胃354-8432）

月10日までに、所定の申込書に参加料を添え5
て、直接、スポーツ課（市役所 階）へ ■■■対市内9
在住の20歳以上の女性、または四日市家庭婦人
卓球連盟登録クラブ員 ■種目 シングルス…
クラス（クラス分けは要項に従って主催者側4

で決定） ダブルス… クラス（パートナーは抽1
選で決定） ■■■料シングルス…上位 クラス5002
円、下位 クラス700円 ダブルス… 人500円2 1

中央緑地
第 体育館2

ママさん卓球大会
春季大会

：309
から

（ ：009
受け付け）月17日（水）5

あさけプラザ
［緯363-0123
胃363-0129
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■対60歳以上の人 ■■師藤井信子さん

あさけプラザ
階1
第 集会室1

月高齢者講座5
（健康体操）

13：30～
15：00

月 日 ：00以降に、電話で、または直5 4 9
接、同プラザへ ■■■対幼児（ ～ 歳）と保2 4
護者 ■■内ストレッチやかけっこ、バランス
運動など ■■師藤原ルミさん ■■定20組（先着
順） ■■料無料 ■■持上履き、飲み物など

あさけプラザ
体育館

新講座
「キッズと保護者の
はつらつエクササ
イズ」

10：30～

11：30
月18日（木）5

当日、参加自由
■出演 家族ユニット‘torquelod’

トルクロッド

あさけプラザ
中庭（雨天の場
合は、 階ロビー）1

第45回
中庭コンサート

18：30～

19：15

文化会館
［緯354-4501
胃354-4093
月曜日休館（第 月曜2
日を除く、祝日の場合
はその翌平日）］

当日、観覧自由 ■■■内日常の生活の中で、気
軽に生の音楽に触れていただく機会として
開催するコンサート ■出演 major2nd

メジャーセカンド

（クラシック、シャンソン）、ハイビスカス
（沖縄ポップス、沖縄民謡）、泗翠 わくら
ば（純邦楽、中国音楽、日本民謡ほか）

近鉄四日市駅
階 近鉄百1
貨店四日市店
南入口シャン
デリア広場

まちかど
コンサート

17：30～

19：00
月19日（金）5

市民・消費生活相談室
■■■問三重県司法書士会 四日市支
部（緯340-6920 胃340-6930）

当日、参加自由 ■■■内相続や借金返済などの
トラブルに関する相談 ■■料無料
■■他公共交通機関をご利用ください

総合会館 階7
第 研修室1

司法書士による
無料相談会

：309～

15：30

月20日（土）5

勤労者・市民交流セン
ター［緯347-3000
胃345-3286 ：308
～20：30 火曜日休館
（祝日の場合は開館）］

月 日以降に、電話で、または直接、同センタ5 3
ーへ ■■■対高校生以上の人（初心者歓迎） ■■師小
原流教務・四日市支部支部長 久保豊和さん
■■定15人（先着順） ■■料800円 ■■持花ばさみ、新
聞紙、紙袋（貸し出し用花ばさみあり。要予約）

勤労者・市民
交流
センター東館
第 会議室3
（中央緑地内）

小原流いけばな
体験講座

10：00～

12：00

泗翠庵［〒510-0074
鵜の森一丁目13-17
緯／f胃352-4960
月曜日休館（祝日の場
合はその翌平日）］

月 日（必着）までに、講座名、代表者の5 7
住所・名前・電話番号、受講者数を、はが
きか電話、ファクスで、または直接、同庵
へ ■■■内さまざまな茶花・花器の中から、自
分で好きなものを選んで生けて、みんなで
鑑賞します ■■定20人（応募多数の場合は抽
選） ■■料1,300円 ■■持花ばさみ、エプロン

茶室「泗翠庵」
広間
（鵜の森公園内）

茶道体験教室
「茶花を活けてみ

い

よう」

13：00～

15：00
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★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

すわ公園交流館
［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

事前に、同館へ ■■■対小学生 ■■定20人（先着順）
■■内ダンボールを使って、自分だけの秘密基地
を作ります ■■料300ヨー（300円でも可）
■■持弁当（または昼食代）、水筒、筆記用具
■■他「こども四日市」では、専用のお金「ヨー」
を使います。 円＝ ヨーで両替しますが、1 1

「ヨー」を円に両替することはできません

すわ公園交流
館

こども四日市
「ダンボールで
秘密基地作り」

10：00～

14：00

月21日（日）5

少年自然の家
（緯329-3210
胃329-2095）

当日、参加自由 ■■■対幼児・小学生と家族
■■内茶摘みと茶もみ体験。茶娘衣装を着て写真
撮影もできます ■■料無料 ■■持動きやすい服装

少年自然の家
家庭の日応援プロ
ジェクト 月5
「お茶摘み体験」

10：00～

15：00

泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■料一席800円

茶室「泗翠庵」
広間席

（鵜の森公園内）
月釜（遠州流）

10：00～
15：00

（受け付けは
14：30まで）

すわ公園交流館
［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

事前に、同館へ ■■■対18歳以上の人（郷土・ロ
ケに興味がある中学生以上も可。 km程度歩5
ける人） ■■内市内中心部を歩きながら、映像に
映える場所をみんなで探し、話し合います。
また、ロケ地となった場所なども回ります
■■定30人（先着順） ■■料無料 ■■持昼食代

すわ公園交流
館発着、JR四
日市駅付近な
ど

四日市☆映画祭
WS「あなたも映
画カントクワーク
ショップ～ロケコ
ツ編～」

13：30～

16：00

当日、参加自由
■■■内懐かしの名曲を大正琴や得意な楽器で演奏
しよう。歌での参加も大歓迎。大正琴の体験
演奏もできます ■■持あれば得意な楽器（フル
ートやギター、ハーモニカ、笛など）

すわ公園交流
館

大正琴大好き！
どんぐり
音楽会♪
（毎月第 木曜日）4

10：00～

11：45
月25日（木）5

あさけプラザ
〒510−8028
下之宮町296-1
［緯363-0123
胃363-0129
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

月10日までに、住所、名前、年齢、電話番5
号を、はがきか電話、ファクスで、または直
接、同プラザへ ■■■内皮膚を引っ張り、自分で
体の調子を整えてみましょう ■■師伊藤美奈さ
ん ■■定20人（応募多数の場合は抽選）
■■料1,500円 ■■持タオル、飲み物など

あさけプラザ
新講座
「初めての整膚

せい ふ

＋α」

10：30～

12：00

月25日、5
月 日・226 8

日、 月13日・7
27日

（いずれも木曜日）

月11日までに、住所、名前、年齢、電話番5
号、講座で知りたいことを、はがきか電話、
ファクスで、または直接、同プラザへ
■■■内生産者の思いを聞きながら、身近なところ
で生産されている素材や製品を使って、体に
やさしい料理を学びます ■■師松山千奈美さん
■■定20人（応募多数の場合は抽選） ■■料1,500
円 ■■持エプロン、ふきん、持ち帰り用パック

あさけプラザ
階 料理室2

新講座
地産地消＆
まごわやさしい
料理教室①
「トマトと春野菜
でデトックス」

10：00～

13：00

月26日（金）5

すわ公園交流館
［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

事前に、住所、名前、電話番号を、同館へ
■■■内仙台で子どもが中心となって行っている、
街の活性化事業や震災の復興事業などについ
ての話を聞きます ■■師仙台市・アトリエ自遊
楽校主宰 新田新一郎さん ■■定30人（先着
順） ■■料500円（学生は無料） ■■持筆記用具

すわ公園交流
館

こども四日市
特別講座
「こども参画
―こどもが主役の
まちづくり―」

19：00～

20：30

楠歴史民俗資料館
［緯398-3636
胃398-3637
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

当日、参加自由 ■■■内グラスアート・タイルク
ラフトや昔の遊び道具などの体験教室（当日
申し込み）、ホタルの郷コンサート、ホタル
鑑賞会、模擬店 ■■料入館無料（体験教室、模
擬店は有料） ■■他開館は ：00から9

楠歴史民俗資
料館

楠歴史民俗資料館
夏の夜間特別開館
2017

14：00～
20：00

（体験教室は
14：00～
18：00）

月27日（土）5

スポーツ課
（緯354-8429
胃354-8432）
各地区スポーツ推進
委員

月16日までに、各地区スポーツ推進委員ま5
たはスポーツ課へ ■■■対市内に在住する人
■■内ノルディック・ウオーキングの体験講習と市
内ウオーキング ■■師スポーツ推進委員 ■■料無
料 ■■持運動できる服装、運動靴、帽子、タオ
ル、飲み物、雨具 ■■他ポールの貸し出しあり

中央緑地第2
体育館、緑地
公園～四日市
港周辺

市民ウオーキング
大会

：009～

12：00

月28日（日）5
すわ公園交流館

［緯350-8411
胃350-8412
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

当日、参加自由
■■■内すわ公園交流館内でカフェを飲みながらゆ
っくりと聞いていただくライブ。親しみやす
いナンバーをお届けします

すわ公園交流
館

すわSUNDAY
ライブ

14：00～

15：30
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

危機管理室
（緯354-8119
胃350-3022）

月15日までに、住所、名前、電話番号を、電話5
かファクスで、危機管理室へ
■■■対市内に在住する人 ■■師津地方気象台長 黒川
美光さん、愛知工業大学地域防災研究センター長
よし みつ

横田崇さん ■■定200人（先着順） ■■料無料

総合会館 階8
視聴覚室

防災講演会「い
つか来る！明日
かもしれない？
『スーパー台風』
と『巨大地震』」

13：30～

16：00
月 日（土）6 3

文化振興課
■■■問文化協会
（緯／胃351-3729
月～金曜日
13：00～17：00）

■■■内東海地方を題材にした阿漕や養老などの素
す

謡
うたい

（謡だけで演じる）曲や、笛・小鼓・太鼓の演奏
と舞を伴う舞はやしなどを演奏します。また、結
婚式などで謡われる「高砂」を来場者とともに合
唱します。東海地方の謡曲に登場する遺跡（津市
阿漕浦や養老の滝）に関する写真や地図の展示も
あります ■■料無料

勤労者・市民
交流センター
（中央緑地内）

第67回
市民芸術文化祭
「第25回能楽を
たのしむ会」

10：00～

16：00
月 日（日）6 4

泗翠庵
［〒510-0074鵜
の森一丁目13-17
緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日
の場合はその翌平
日）］

月31日（必着）までに、講座名、希望時間、代表5
者の住所・名前・電話番号、受講者数を、はがき
か電話、ファクスで、または直接、同庵へ
■■■内竹を編んで花かごを作ります ■■師竹工芸作家
高比良護さん ■■定各回10人（応募多数の場合は抽
選） ■■料3,500円 ■■持霧吹き、500mlペットボト
ル（円柱に近い物。角柱やくびれたボトルは不可）

茶室「泗翠庵」
広間
（鵜の森公園内）

伝統文化講座
「花かごづくり
体験」

① ：309
～12：00
②13：30
～16：00

月11日（日）6

スポーツ課
■■■問体育協会
（中央緑地体育館内
緯345-4111
胃346-7767）

月19日～29日に、所定の申込書に参加料を添5
えて、直接、 体育協会へ ■■■対市内に在住、また
は通勤・通学する人 ■種目 シングルス…小・
中学男子・女子、一般男子・女子（高校生含む。
中学生も可）、シニア（40歳以上）男子・女子、
ベテラン（60歳以上）男子・女子、シルバー（70歳
以上）男子・女子、ラージボール（中学生・高校
生も可）、ラージボールシニア男子・女子（50歳
以上）］ ■■■料高校生以上600円、小・中学生400円

中央緑地体育
館、第 体育2
館

市民卓球大会：009
受け付け

月 日（土）7 8
・ 日（日）9

■■■問申し込みなど内 容日 時

②
当日、先着順
■■■対 歳以上の人4
■■所 階 研修・実習室1
■■定各回20人 ■■料無料

マンスリーキッズ工作
間伐材うちわに絵をかこう
間伐材うちわに絵を描いて、オリジナルうちわを作
ります。

月 日（祝）5 4
～ 日（土）6

各日
10：00～11：00

①
当日、参加自由。時間中は随時受け付けています
■■■所 階 四日市公害と環境未来館常設展入口集合2
■■料無料

四日市公害と環境未来館 常設展ガイドツアー
来館者の希望に合わせて、解説員が詳しく説明しま
す。

月 日（土）・5 6
21日（日）

13：00～16：00

②

当日、参加自由
■■■所北勢中央公園西駐車場集合
■■師四日市自然保護推進委員会 ■■料無料
■■持動きやすい服装（長袖、長ズボン）、運動靴、帽
子など ■■他少雨決行（ ：00に大雨の場合は中止）9

自然観察会 新緑の夏鳥や昆虫
緑が茂る爽やかな季節に、野鳥や昆虫などの生き物
を探してみましょう。ベビーカーや車イスでも参加
できるショートコース（11：00まで）もあります。

月 日（日）5 7
10：00～12：00

（①緯354-8065 胃329-5792 ■■■糸ｋｏｕｇａｉ-ｋａｎｋｙｏｕｍｉｒａｉｋａｎ@ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）
（②緯354-8430 胃354-8431 ■糸ｉｎｆｏ@ｅｃｏ-ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｃｏｍ）■四日市公害と環境未来館

※専用の駐車場はありません。JAパーキングをご利用の人には 時間までの無料駐車券を2
お渡しします。お帰りの際に、総合受付にJAパーキングの駐車券（入庫証）をお示しください

そらんぽ四日市 〒510-0075 安島一丁目 -163
［ 階］四日市公害と環境未来館 ［ 階］博物館常設展 ［ 階］プラネタリウム2 3 5
■開館時間 ：30～17：00 ■休館日 月曜日（祝日の場合はその翌平日）9

◆事前申し込みが必要なイベントについては、必要事項を記入し、はがきかファクス、Ｅメールでお送りください
◆イベントによって申し込み・問い合わせ先が異なります。お間違えのないようご注意ください

申し込み・問い合わせに関する注意事項

ゴールデンウィーク中の開館日のご案内 月29日（祝）〜 月 日（日）は休まず開館します4 5 7
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そらんぽ通信

■■■問申し込みなど（※宛先の住所は ページ参照）5内 容日 時

②

月 日（必着）までに、希望の回、保護者の名5 1
前・住所・電話番号、参加者全員の名前・学校
名・学年を、四日市公害と環境未来館「エコラ
ボ」係へ ■■■対小学 年～中学生（保護者同伴）3
■■所 階 研修・実習室 ■■定各回30人（応募多数1
の場合は抽選。 回すべて参加できる人を優先。3
当選者のみ通知） ■■料無料

こどもエコラボ 街のかんきょう調査隊
実験や体験を通して身の回りの環境を調べてみましょ
う。（全 回）3
①「水のサイエンス」：身近な水をパックテストで調べ
よう ②「空気のサイエンス」：身の回りの空気をエコ
チェッカーで調べよう ③「雨のサイエンス」：ムラサ
キキャベツの色素を使って雨を調べよう

① 月13日（土）5
② 月18日（日）6
③ 月 日（土）7 1
各回
13：30～15：30

①

月 日（必着）までに、保護者の名前・住所・5 6
電話番号、参加者全員の名前・学校名・学年を、
四日市公害と環境未来館「昔のエコ」係へ
■■■対小学 年～中学生（小学生は保護者同伴）3
■■所 階 研修・実習室 ■■定24人（応募者多数の1
場合は抽選。当選者のみ通知） ■■料無料

江戸時代のくらしに学ぶエコ
「四日市公害と環境未来館」で昔のリサイクルの様子を
学び、現在の生活を振り返ります。環境に優しい暮ら
しのアイデアを探してみませんか。

月20日（土）5
13：30～15：00

②

月 日（必着）までに、希望の回、保護者の住5 7
所・名前・電話番号、参加者全員の名前・学校
名・学年を、四日市公害と環境未来館「まちエ
コウォッチング」係へ
■■■対小学生（保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室1
■■定各回30人（応募多数の場合は抽選。 回すべ3
て参加できる人を優先。当選者のみ通知）
■■料無料

こどもエコレンジャー まちエコウォッチング
ソーラーパネルなど環境に優しい取り組みを探しにま
ちに出掛けましょう。（全 回）3
①「まちなかエコたんけん」：ソーラーパネルや雨水タ
ンクなど、まちにあるエコを探しに行こう ②「騒音
パトロール隊」：まちのさまざまな場所の音を騒音計で
調べよう ③「こどもエコタウンサミット」：模型を使
って街をつくろう

① 月21日（日）5
② 月24日（土）6
③ 月 日（土）7 8
各回
10：00～12：00

②

月10日（必着）までに、代表者の住所・名前・5
電話番号、参加者全員の名前を、四日市公害と
環境未来館「コーヒー」係へ
■■■対18歳以上の人 ■■所総合会館 階 第 会議室8 4
■■師スターバックスコーヒージャパン㈱環境推進
担当マネージャー 関根久仁子さん、三重県環
境学習情報センター ■■定50人（応募多数の場合
は抽選。当選者のみ通知） ■■料無料

驚きリサイクル！コーヒー豆のゆくえ
企業に学ぶサスティナブルな取り組み
コーヒーの豆かすはどのように処理されているのか、
企業の環境対策や事業活動について学びます。試飲も
あります。

月24日（水）5
18：30～20：15

②

月13日（必着）までに、住所、名前、電話番号、5
年齢、あれば環境に関する活動歴や所属団体な
どを、四日市公害と環境未来館「環境リーダー」
係へ
■■■対15歳以上の人
■■所 階 研修・実習室1
■■定20人（応募多数の場合は抽選。 回すべて参4
加できる人・初めての人を優先。当選者のみ通
知） ■■料無料

環境リーダー養成講座
知っているようで知らない、四日市や私たちの身の回
りの環境問題を見詰め直してみませんか。持続可能な
社会をつくるために、今、私たちに何が必要か、全4
回の講座と活動を通して一緒に考え、最初の一歩を踏
み出しましょう。（全 回）4
①「みんなで考える、環境問題とは」、「四日市のゴミ～
新しい処理システムになって」 ②「四日市公害の概要
を学ぶ」、「簡単な実験で、自分の周りの大気を調べよ
う」、「地球温暖化の現状とエコライフチェックに挑戦」
③「四日市の水と自然を学ぶバス視察」 ④「環境の町
づくりを考えよう」、「環境の仲間作り」

① 月27日（土）5
② 月17日（土）6
③ 月30日（金）6
④ 月15日（土）7
①②④
10：00～15：30、
③ ：00～16：009

②

月14日（必着）までに、保護者の住所・名前・5
電話番号、参加者全員の名前・年齢、参加希望
日を、四日市公害と環境未来館「川調査隊」係
へ
■■■対小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
■■所中部西小学校、㈱東産業ほか
■■定30人（応募多数の場合は抽選。 回すべて参4
加できる人を優先。当選者のみ通知） ■■料無料

よっかいち川調査隊 三滝川編
生き物がいっぱいの三滝川を下流から上流まで調べて、
スケッチし、発表しましょう。（全 回）4
①「下流の生き物たち」 ②「中流の生き物たち」
③「川の流れをたどる～上流編」（市民公園からバス移
動） ④「結果発表会と四日市の川の学習」

① 月28日（日）5
10：00～15：30
② 月10日（土）6
10：00～15：00
③ 月17日（祝）7
：00～16：009

④ 月27日（日）8
10：30～15：30

②

月20日（必着）までに、保護者の住所・名前・5
電話番号、参加者全員の名前・学校名・学年、
参加希望日を、四日市公害と環境未来館「田ん
ぼ」係へ ■■■対小・中学生（保護者同伴）
■■所①②③うつべ農園、④㈲三重カドワキ牧場
■■定40人（応募多数の場合は抽選。 回すべて参4
加できる人を優先。当選者のみ通知） ■■料無料
※①は雨天の場合、13：30からに変更または翌日に延期

親子田んぼ体験 動物が食べるコメ作り
ウシやニワトリなどが食べる飼料米を昔ながらの方法
で作ってみましょう。（全 回）4
①「田植え体験」 ②「草取りと田んぼの生きもの探し」
③「かりとり収穫体験！」 ④「稲わらを食べるウシを
見に行こう」（バス見学）

① 月 日（土）6 3
10：00～12：30
② 月 日（日）7 9
：00～11：309

③ 月30日（土）9
10：00～12：00
④11月 日（日）5
：00～12：309
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（緯355−2700 胃355−2704 ■■■糸hakubutsukan＠city.yokkaichi.mie.jp）■博物館・プラネタリウム
申し込みなど（※宛先の住所は ページ参照）5内 容日 時

開館中はいつでもご覧いただけます（入場は
16：30まで）
■■■所 階 特別展示室4
■■料一般700円、高校・大学生500円、中学生以
下無料

市制120周年記念
特別展 エドワード・ゴーリーの優雅な秘密
不思議な世界観とモノクロームの緻密な線描で、世界中に熱
狂的なファンをもつエドワード・ゴーリー。貴重な原画・書籍・
資料など約300点を展示し、ゴーリーの多彩な制作活動にみ
る、謎に満ちた優雅な秘密に迫ります。

月15日（土）4 ～

月 日（日）6 4

当日、参加自由
■■■対幼児（保護者同伴）
■■所 階 コズミックラウンジ ■■料無料5

コズミックスクール
「お星さまのペンダントをつくろう！」
色紙で星を作り、ステキなペンダントにしましょう。

月 日（祝）～5 3
日（日）7

11：00～12：00

当日、先着順
■■■所 階 講座室 ■■定40人 ■■料200円1

古文書で知る江戸時代②「くずし字を読み解く①」
古文書のくずし字が読めるようになる（かもしれない）教室。
江戸時代の暮らしや社会について知ることもできます。

月13日（土）5
10：00～12：00

月 日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、5 4
電話・ファクス番号、年齢を、博物館「バック
ヤードツアー」係へ
■■■所 階 講座室 ■■定20人（応募多数の場合は抽1
選） ■■料200円

大人の社会科①「バックヤードツアー」
国際博物館の日にちなみ、博物館に興味を持つ大人を対象に
博物館の裏側を案内します。

月14日（日）5
10：00～12：00

当日、先着順
■■■所 階 常設展「時空街道」入口3
■■定10人程度 ■■料無料

時空街道ツアー①
体感型の常設展を、博物館ボランティアが案内します。まち
の発展と暮らしの変化を感じてください。

月14日（日）5
14：15～15：15

月10日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、5
電話・ファクス番号、年齢を、博物館「いちに
の散策よっかいち」係へ
■■■定10人（応募多数の場合は抽選） ■■料交通費は
自己負担 ■■他集合場所は参加者に後日通知

いちにの散策よっかいち①「富田の東海道」
まちなかで小さな発見。散歩のようなフィールドワークです。

月20日（土）5
10：00～12：30
ごろ

月11日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、5
電話・ファクス番号、学年・年齢を、博物館

「削って描こう」係へ
■■■対小学 年生以上 ■■所 階 講座室5 1
■■定20人（応募多数の場合は抽選） ■■料300円

特別展 関連イベント「削って描こう」
スクラッチボードを使って、緻密な線描の世界を楽しみませ
んか。

月21日（日）5
10：00～12：00

■■■所 階 プラネタリウム ■■定140人5
■■料一般540円、高校・大学生380円、小・中学
生210円、幼児無料 ■■他ヒアリングループ補聴
システムを導入しています

字幕付きプラネタリウム
「太陽系最大の惑星 木星」（一般番組）
どなたにもプラネタリウムを楽しんでいただくため、字幕付
きの投映を行います。

月27日（土）5
14：30～15：15

当日、参加自由
■■■所市民公園（博物館前）
■■他天候不順時は中止

きらら号スターウオッチング
「木星と春の大曲線をさがそう」
見ごろの惑星「木星」と、北斗七星から見つける春の大曲線
を観察します。

月27日（土）5
19：30～21：00

月18日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、5
電話・ファクス番号、学年・年齢を、博物館

「ジュニア学芸員養成教室」係へ
■■■対小学 年～中学生 ■■所 階 講座室4 1
■■定20人（応募多数の場合は抽選） ■■料無料

ジュニア学芸員養成教室①「パネルのつくりかた」
博物館の仕事に興味をもつ子どもたちを対象にした教室です。
学芸員の仕事を体験してみよう。

月28日（日）5
10：00～12：00

■■■所 階 プラネタリウム ■■定140人5
■■料一般540円、高校・大学生380円、小・中学
生210円、幼児無料 ■■他ヒアリングループ補聴
システムを導入しています

字幕付きプラネタリウム
「かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち」（ファミリー番組）
どなたにもプラネタリウムを楽しんでいただくため、字幕付
きの投映を行います。

月28日（日）5
13：15～14：00

そらんぽ通信
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月のおはなし会（無料。当日、参加自由）5

■■■所 階 児童室1
●赤ちゃん絵本のよみきかせ
■■時 月11日・18日・25日（いずれも木曜日） 11：00から5
■■対 歳児から0
■■内職員による赤ちゃん絵本の読み聞かせ。赤ちゃんとの
スキンシップの時間です
●絵本ライブラリー
■■時 月13日（土） 14：30から5
■■内絵本の読み聞かせの後は、あなたのお気に入りの絵本
を読みます
●おはなしぎんのかい
■■時 月14日（日） 14：30から5
■■内「銀の櫂」によるストーリーテリング（語り）。

かい

日本や世界のいろいろな昔話を語ります
●おはなし会
■■時 月17日（水） 15：30から5
■■内四日市おはなしの会「赤とんぼ」による、日本や世界
のいろいろな昔話の語り聞かせ。手遊びもします
●絵本の読みきかせ
■■時 月20日（土） 14：30から5
■■内「中部読み聞かせサークル」による、絵本の読み聞かせ
や手遊びなど
●おはなしびっくりBox
■■時 月24日（水） 15：30から5
■■内「Can」による絵本の読み聞かせや、手遊びなど

キャン

●おはなし会
■■時 月27日（土） 14：30から5
■■内語りの会「どっこいしょ」によるストーリーテリング（語り）。
絵本などを使わずに、いろいろな昔話を語ります

■■所 階 視聴覚ホール2
●おとなのためのストーリーテリング
〜世界の昔話を語る〜

■■時 月13日（土） 14：00から ■■対中学生以上5
■■内「銀の櫂」によるストーリーテリング。ストーリーテリ

かい

ングとは、本や道具を使わない語り聞かせのことです。
物語や昔話は子どもたちだけのものではありません。
温かな声で語られる、おはなしの世界をゆったりと楽
しんでください

■■他託児はありません

月のおはなし会（無料。当日参加自由）5

●赤ちゃん絵本の読み聞かせ
赤ちゃん絵本の読み聞かせが、あさけプラザ図書館で
も始まります
■■時 月 日（木） 11：00から ■■所 階 図書館5 4 1
■■内同館職員による赤ちゃん絵本の読み聞かせ
●紙芝居
■■時 月 日（土） 14：00～14：30 ■■所 階 図書館5 6 1
●おはなしよっといで
■■時 月20日（土） 14：00～14：30 ■■所 階 身体測定室5 1
■■内語りの会「どっこいしょ」によるお話し会
●絵本の読み聞かせ
■■時 月27日（土） 14：00～14：30 ■■所 階 図書館5 1
■■内「中部読み聞かせサークル」による読み聞かせ

月のおはなし会（無料。当日、参加自由）5

●おはなし会
■■時 月13日（土） 15：00～15：30 ■■所 階 ロビー5 1
■■内「ももたろうの会」による読み聞かせ
●よみきかせ ひよこ
■■時 月25日（木） 10：30～11：005
■■所 階 えほんのへや1
■■内「しらゆきひめ」または
職員による読み聞かせ

図書館だより図書館だより
月23日は子ども読書の日4

月曜日、祝日休館
利用時間 ：00〜17：009
〒510-0103 楠町北五味塚1211-1
緯397-2277 胃397-2160

楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流会会会会会会会会会会楠交流会館館館館館館館館館館館
図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書図書室室室室室室室室室室室

月曜日休館（祝日の場合はその翌平日）
利用時間10：00〜18：00（土・日・祝日は17：00まで）
〒510-8028 下之宮町296-1
緯363-0102 胃361-1990

ああああああああああささささささささささけけけけけけけけけけププププププププププララララララララララあさけプラザザザザザザザザザザザ
図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書図書館館館館館館館館館館館市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書市立図書館館館館館館館館館館館

月曜日、第 ・ 火曜日休館2 4
利用時間 ：30〜19：00（土・日・祝日は17：00まで）9
〒510-0821 久保田一丁目2-42
緯352-5108 胃352-9897
■■■HPtosyokan＠city.yokkaichi.mie.jp

月 日（日）に開催する、男性による「ザ・男の読み6 4
きかせ」で、絵本を読んでいただける人を募集します。
■■対男性（年齢は問いません）
■■内読み聞かせだけ、もしくは読み聞かせと一芸で、おお
よそ 分以内で収めてください。当日12：00からリ7
ハーサル、14：00から読み聞かせ。読み聞かせの対
象は幼児～小学生

■■定 人（先着順）8
■■申 月 日10：00以降に、名前、電話番号、年齢、応5 2
募の動機、読みたい絵本が決まっている場合はその書
名を、Eメールで、または直接、市立図書館へ

「ザ・男の読みきかせ」読み手募集
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いざというとき、とっさに行動で
きますか。地震体験車での疑似体験
から「自分の身の守り方」を学んだ
り、普段とは違う食事・入浴・宿泊
の体験をしたりしてみよう。
■■■対小学 年～中学生4
■■時 月 日（土） ：00～ 日（日）6 3 9 4
16：00（ 泊 日）1 2
■■所少年自然の家
■■定40人（応募多数の場合は抽選。市内
に在住する人を優先） ■■料3,600円
■■申 月10日（必着）までに、住所、5
電話番号、メールアドレス、参加
者全員の名前（ふりがな）・学校名・
学年を記入した申込書を、郵送
（82円切手を貼って宛名を書いた
返信用封筒を同封）で、〒512－
1105 水沢町1423－ 少年自2
然の家「プチサバイバルキャンプ」
係へ。少年自然の家ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｓｈｏｐｒ
ｏ.ｃｏ.ｊｐ/）の「問い合わせフォー
ム」からも申し込めます

自然の中での活動は楽しいことが
たくさん。テントで遊んだり、火を
おこしてご飯を作ったり、木のキー
ホルダーを作ったり、自然の家でい
ろいろなことにチャレンジしよう。
■■■対小学 ～ 年生1 3
■■時 月11日（日） ：00～16：006 9
■■所少年自然の家
■■定30人（応募多数の場合は抽選。市内
に在住する人を優先） ■■料700円
■■申 月24日（必着）までに、住所、5
電話番号、メールアドレス、参加
者全員の名前（ふりがな）・学校名・
学年を記入した申込書を、郵送
（82円切手を貼って宛名を書いた
返信用封筒を同封）で、〒512－
1105 水沢町1423－ 少年自2
然の家「ちびっこデイキャンプ②」

係へ。少年自然の家ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｓｈｏｐｒ
ｏ.ｃｏ.ｊｐ/）の「問い合わせフォー
ム」からも申し込めます

自然に飛び出していろんな生き物
を探そう。網を持って川の生き物を
捕まえたり、仲間と一緒に野外で食
事を作ったりします。自然の家でい
ろんなことにチャレンジしよう。
■■■対小学 年～中学生3
■■時 月24日（土） ：30～25日（日）6 9
16：00（ 泊 日）1 2
■■所少年自然の家
■■定40人（応募多数の場合は抽選。市内
に在住する人を優先） ■■料3,600円
■■申 月31日（必着）までに、住所、5
電話番号、メールアドレス、参加
者全員の名前（ふりがな）・学校名・
学年を記入した申込書を、郵送
（82円切手を貼って宛名を書いた
返信用封筒を同封）で、〒512－
1105 水沢町1423－ 少年自2
然の家「わくわく自然探検隊①」
係へ。少年自然の家ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｓｈｏｐｒ
ｏ.ｃｏ.ｊｐ/）の「問い合わせフォー
ム」からも申し込めます

「ぜん息だから激しい運動はでき
ない」、「多少の発作は仕方ない」と
思っていませんか。
このデイキャンプでは、小児アレ
ルギー専門医の指導の下、正しい治
療法や自己管理の方法を楽しみなが
ら学ぶことができます。
また、運動による肺機能の変化を
調べる検査や気道の炎症の程度が分
かる「呼気ＮＯ測定検査」のほか、
保護者対象の講話もあります。
■■■対市内に在住するぜん息がある小学

生と保護者で、 回全てに参加で4
きる人
■■時■■内第 回 月 日（土）1 7 8

問診・肺機能測定など
第 回 月29日（土）2 7

デイキャンプ 回目1
第 回 10月21日（土）3

デイキャンプ 回目2
第 回 12月 日（土）4 2

問診・肺機能測定など
■■所第 ・ 回はヘルスプラザ（塩浜1 4
町）、第 ・ 回は少年自然の家2 3
■■定20組（応募多数の場合は医師によ
り選考。 月下旬に全員へ通知）6
■■料無料
■■申 月16日（必着）までに、参加申込6
書を、郵送で、または直接、〒510－
8601 環境保全課（市役所 階）へ5
■■他参加申込書は、市内各小学校に設
置するほか、市ホームページ（■■■HP
■■ID1490760106151）からも入手
できます

中国の天津市やアメリカのロング
ビーチ市の高校生と環境をテーマに
交流し、環境問題を世界規模で考え
る力を養います。交流を通じて新た
な本市の魅力を発見し、思い出に残
る夏休みにしませんか。
■■■対市内に在住、または通学する高校生
■■時 月 日（火）～ 日（日）8 1 6
期間中はＩＣＥＴＴに宿泊

アイセット

※事前に勉強会を行います
■■内地球環境問題に関する講義、企業
見学、文化交流、グループディス
カッション、学習成果発表など
■■定男性 人・女性 人の計 人（応2 2 4
募多数の場合は書類審査により決
定。男女の人数は、応募状況に応
じて変更することがあります）
■■料無料
■■申 月31日までに、直接、環境保全5
課（市役所 階）へ（申込書、作5
文などが必要）

プチサバイバルキャンプ
少年自然の家（緯329-3210 胃329-2095）

→

ちびっこデイキャンプ②
少年自然の家（緯329-3210 胃329-2095）

わくわく自然探検隊①
少年自然の家（緯329-3210 胃329-2095）

→

ぜん息児のための
「チャレンジ・デイキャンプ」
環境保全課（緯354-8278 胃354-4412）

姉妹都市・友好都市による
高校生「地球環境塾」参加者募集
環境保全課（緯354-8188 胃354-4412）
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愛知県を中心に活躍する 人の女5

性演奏家が集まり、2000年に結成さ
れた金管 重奏団。華やかな中にも5
女性らしい繊細さが見られる演奏は
さまざまな方面で好評を博し、第7
回大阪国際音楽コンクールで第 位2
を受賞しました。
■■■時 月24日（水） 11：30開演5
■■所文化会館第 ホール1
■メンバー
トランペット：稲垣路子、近藤万
里子 ホルン：杉浦美紀 トロン
ボーン：照喜名有希子 チュー

てる き な

バ：加藤日名子

■■■料全席自由500円（チケットレス）
■■他未就学児の入場はご遠慮ください。
詳しくは、チラシまたは同館ホー
ムページ（■■■HPｈｔｔｐ：//ｙｏｎｂｕｎ.
ｃｏｍ/）をご覧ください

同センターは、子育てを助けてほ
しい人（依頼会員）と助けたい人
（援助会員）が登録し、子育ての相互
援助活動を行う組織です。
いずれも充実した講座で、子育て
真っ最中の人や孫育て中の人にもお
薦めです。 講座から受講可。受講1
開始から 年以内に受講を完了すれ1
ば、援助会員として登録できます。
■■■所勤労者・市民交流センター東館3
階（ 月17日午前のみ本館 階）6 2

■■料2,050円（テキスト代）
■■申 月27日までに、電話かファクス5
で、ファミリー・サポート・セン
ター（体験ひろば☆こどもスペー
ス四日市内緯／胃323－0023）へ

■■他託児あり（要事前申し込み）→ →

■■所ヘルスプラザ ■■定下表参照（応募多数の場合は抽選） ■■料無料
■■申 月20日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、性別、生年月日、年齢、5
電話番号、教室名とコース名、今までにかかった病気および治療中の病気・
心臓病・不整脈・運動制限の有無（ある場合は、病名と発症した時期、主治
医の許可の有無）、内服中の薬の有無（ある場合は、薬名）、体の関節の痛み
の有無（ある場合は、痛みのある部位）、平成28年度中に開催された同教室
への参加経験の有無を、はがきか電話、ファクスで、〒510－0851 塩浜
町 －11 ヘルスプラザへ1

■■他心臓病・不整脈・運動制限があり、主治医が運動不可と判断した場合は、参
加できません。平成29年度内で、同じ教室に複数回の申し込みはできませ
ん（異なる教室には申し込みできます）

転ばぬ先の健康教室足腰パワーアップ教室脳力リフレッシュ教室

水中運動で運動を始める
きっかけをつくります

関節への負担が少ない水
中運動を中心に行います

認知症予防に効果的な運
動を行います■■■内

おおむね65歳以上の人
で、体力低下を感じてい
る人（要介護認定申請の
要支援者、市の総合事業
における基本チェックリ
スト該当者も介助者と一
緒に参加できます）

18歳以上で、肩・膝・腰
の痛み、骨粗しょう症な
どでお悩みの人

おおむね65歳以上の人■■■対

＜水曜午後コース＞
月 日～28日の水曜日6 7
全 回4
13：45～15：15

＜火曜午後コース＞
月 日～27日の火曜日6 6
全 回4
13：45～15：15
＜土曜午後コース＞
月 日～24日の土曜日6 3
全 回4
13：45～15：15

＜火曜午前コース＞
月 日～27日の火曜日6 6
全 回4
：45～11：159
＜金曜午後コース＞
月 日～23日の金曜日6 2
全 回4
13：45～15：15

■■■時

各コース10人各コース20人■■■定

水着、水泳帽運動できる服装、運動靴（上履き）、水着、水泳帽■■■持

健康づくり教室を開催します
三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）

［緯349-3311 胃348-0017（月曜日休館、祝日の場合はその翌日）］

ワンコインコンサート
ブラスアンサンブル・ロゼ
文化会館［緯354-4501 胃354-4093
月曜日休館（第 月曜日を除く、2
祝日の場合はその翌平日）］

ファミリー・サポート・センター
新規援助会員講習会

こども未来課
（緯354-8069 胃354-8061）

■■■内■■■時

煙子どもの病気
煙子どもの心に寄り添
う

／ （日）6 4
10：00～
15：30

煙子どもの安全と事故
・救急法

煙子どもの世話
（あそび）

／10（土）6
：30～9
15：00

煙子どもの心と身体の
発達

煙小児看護

／11（日）6
10：00～
16：00

煙相互援助活動の趣旨
煙保育サポーターとし
ての活動

煙子どもの栄養と食生
活

／17（土）6
：30～9
16：00

煙発達障害について
その子どもとの接し
方

煙援護活動を円滑に進
めるために
講習のまとめ

／18（日）6
：30～9
15：00

★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください



■■■対市内に在住または通勤する20歳
以上の女性、または四日市婦人テ
ニス協会登録会員

■■時 月 日（木） ：30開会式6 1 9
（ ：00受け付け）9
■■所四日市ドーム
■種目 ダブルス

ペアは下記の条件を満たすこと
（1）市内に在住する人：小学校区

または中学校区が同一である
（2）三重郡に在住する四日市婦人

テニス協会登録員：各町での
校区が同一である

（3）市外に在住し、市内に通勤する
人：勤務先の校区が同一である

※前 年度中に本大会の 位以内2 3
同士のペアは参加不可

■■■料800円／組（400円／人）
■■申 月19日までに、所定の用紙に参5
加料を添えて、直接、スポーツ課

（市役所 階）へ9
■■他 人でもお申し込みいただけます1
（ペアは抽選で決定）

人権に関する学習会への参加者に
対して、参加費などの経費の一部に
ついて助成があります（全額本人負
担の場合のみ）。
■■対市内に在住、または通勤・通学す

る人（年度内 人 回まで）1 1
■対象学習会
第62回部落解放全国女性集会
■■■時 月13日（土）～14日（日）5
■■所岐阜市 ■■申 月28日まで4

■助成額 市の交付要綱に基づき、
参加費・交通費・宿泊費の 分の2
（学生の場合は 分の ）1 5 4

■■■定 人程度5

■■他詳しくは、同センターまでお問い
合わせください

南部丘陵公園のバラ園で、バラを
育ててみませんか。「四郷栗の木林を
つくる会」のメンバーが、丁寧に指
導してくれますので、初心者でも安
心して参加できます。
■■対毎週金曜日の午前中に南部丘陵公
園のバラ園で月 回以上作業に参3
加でき、少なくとも 年以上は継1
続できる人

■■所南部丘陵公園北ゾーン バラ園
■■内各自で一区画のバラ（ ～10株程8

度）を育成・管理していただきます
■■定 人（先着順）4
■■申 月24日以降に、電話で、市街地4

整備・公園課へ
■■他活動の様子は、毎週金曜日の午前
中に同バラ園でご覧いただけます

長崎で原爆の被害や平和の大切さ
を学び、新聞を作ってみませんか。
■■対小学 ～ 年生と保護者（ 人 組）4 6 2 1
■■時 月 日（火）～11日（祝）8 8
■■定全国の対象自治体から18組36人
（応募多数の場合は抽選）
■■申 月 日（必着）までに、住所、5 8
電話番号、Ｅメールアドレス、児
童の名前・性別・学校名・学年・
年齢、保護者の名前・性別、平和
を願う一言メッセージを、Ｅメー
ルで、日本非核宣言自治体協議会
事務局（■■■糸ｉｎｆｏ＠ｎｕｃｆｒｅｅｊａｐａ
ｎ.ｃｏｍ）へ

■■■問参加費など詳しくは、同事務局
（緯095－844－9923）にお問い
合わせいただくか、ホームページ

（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｎｕｃｆｒｅｅｊａｐ
ａｎ.ｃｏｍ/）をご覧ください
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募 集

ミ ニ 報情
◆こどもスペース四日市からのお知らせ
■■■申■■問こどもスペース四日市（緯／胃321−0883）

（1）完全託児で大人だけのティータイム「あべっくままん」
■■時 月27日（木） 10：00〜12：00 ■■所同所4

（2）絵本の読みかたり「絵本の日」
■■時 月12日（金） 10：30〜11：00 ■■所同所5

（3）小児科の先生と話そう「教えて三原先生」
■■時 月18日（木） 11：00〜12：00 ■■所同所5

（4）キミ子方式絵画ワークショップ
■■■対小学生以上 ■■時 月21日、 月17日、11月5 9
19日、平成30年 月 日（いずれも日曜日）2 4
13：00〜15：00 ■■所三浜文化会館（予定）
■■定10人 ■■料16,500円（ 回分）4
◆音楽でつながる青少年“夢の祭典”（入場無料）
■■■時 月 日（祝） 13：00開演（12：30開場）5 3
■■所文化会館第 ホール ■■問四日市ライオンズ1
クラブ事務局（緯353−2345）
◆楊名時太極拳 初心者の基本教室
■■■時 〜 月の毎週水曜日（ 月24日を除く）5 7 5
：00〜10：00（全12回）9

■■所文化会館第 リハーサル室 ■■料6,000円1
■■申坂本（緯322−1082 18：00以降）へ
◆春の花と緑の総合展（入場無料）
■■■時 月 日・ 日（いずれも祝日） ：30〜5 4 5 9
16：30（ 日は16：00まで） ■■所文化会館第5 3
展示室 ■■他両日とも、先着250人に四日市の花
「サルビア」の苗ポットを差し上げます ■■問四
日市花の会連盟 辰谷（緯／胃345−9116）

たつたに

◆いい人見つけて結婚しよう！
■■■対20〜40歳代の人 ■■時 月 日（祝） 12：305 5
〜16：00（11：30から受け付け） ■■所生涯学習
センター 階 大研修室（三重県総合文化セン4
ター内 津市） ■■定150人 ■■料1,000円 ■■問津
シルバークラブ 斎藤（緯059−293−1169）
◆法輪功 中国気功教室（無料）
■■■対気功で健康になりたい人、興味がある人
■■時 月 日・13日・20日、 月 日・10日・5 6 6 3
17日（いずれも土曜日） 13：00〜16：00
■■所新正公会所 階 和室 ■■問原田（緯080−

はら た

1
5214−9833）、劉（緯090−1864−0576）

りゅう

◆使おうＬＩＮＥ！スマホ・タブレット教室
■■■対女性 ■■時 月10日（水） 13：30〜15：305
■■所シェトワ白揚文具館 ■■定15人（先着順）
■■料1,000円 ■■持スマホまたはタブレット
■■申事前に、愛マムズＩＴ倶楽部 中森（緯090
−5601−7155）へ
◆話すことで 元気づくり（傾聴）（無料）
■■■時平成30年 月までの毎月第 ・ 水曜日（3 1 3 5
月 日、 月16日、 月 日は除く）13：303 8 1 3
〜15：30 ■■所中部地区市民センター 階 会3
議室 ■■問傾聴同好会中支部 天春（緯／胃353

あまがす

−1364）、和島（緯／胃326−8634）
◆ノルディックウオーキング無料講座
■■■時 月11日（木） 10：00〜11：30 ■■所垂坂公園5
交流広場北側駐車場集合 ■■定20人（先着順）
■■持ノルディックポール（無料貸し出しあり）、飲
み物、リュックなど ■■申■■問事務局（ゆう鍼灸治
療院内 緯326−1625 ：00〜20：00）へ9
◆四日市音楽協会 ロシア音楽の愉しみ

たの

■■■時 月12日（金） 10：00から ■■所文化会館第5 2
練習室 ■■他新規会員募集中 ■■問同協会 近藤
（緯332−3652 ■■■糸ｙｏｋｋａｉｃｈｉｍｕｓｉｃ＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ）
◆世界一の口笛ショー♪レッド・ベコーズ
■■■対 歳以上の人 ■■時 月13日（土） ①11：00、3 5
②15：00 ■■所じばさん三重 階 ホール6
■■料1,800円（当日2,300円） ■■申事前に、子ども
文化ＮＥＴ（四日市まんなかこどもステーショ
ン 緯351−6670 胃351−6679）へ
◆みえ看護フェスタ2017〜看護でつなぐ地域の暮らし〜
■■■時 月13日（土） 13：00〜16：005
■■所三重県総合文化センター（津市） ■■料無料
■■問三重県看護協会（三重県ナースセンター 緯
059−222−0466 胃059−222−0465）→

四日市レディーステニス大会
スポーツ課（緯354-8429 胃354-8432）

人権学習研修会に
参加しませんか
人権センター（緯354-8609

胃354-8611 日曜日・祝日休館）

バラ育成者募集
市街地整備・公園課

（緯354-8197 胃354-8404）

長崎への平和の取材
「親子記者」参加者募集
市民協働安全課（緯354-8179 胃354-8316）



■■■対市内または三重郡に在住し、平成
24年10月 日～平成25年 月301 9
日生まれの幼児と親（母または父）
で、歯の手入れが行き届いている
人（未処置歯や処置歯が
少ないこと）
■診査日時

月25日（木） 16：00から5
■■■所歯科医療センター（本町）
■■申 月 日までに、住所、名前（親と5 8
子）、生年月日（子）、電話番号を、
はがきか封書で、〒510－0093
本町 －12 四日市歯科医師会9

「親と子のよい歯のコンクール」係
へ。応募者には、歯科医師会からあ
らためて診査当日の案内をします
■表彰 最優秀 組・優秀 組は、1 2

月 日（木）に開催される「歯と6 8
口の健康週間表彰式」で賞状と賞
品を贈呈します。また、全員に参
加賞を用意しています

「四日市市文化振興基金」は昭和
60年に造成して以来、市民の皆さん
と市とが協力して積み立て、運用し、

主に市民の自主的な文化活動への支
援に充てています。
ぜひ、基金の趣旨をご理解いただ

き、ご協力をお願いします。
■寄付方法 ①②いずれかの方法で
「寄付申出書」を入手してください。
①市ホームページ（■■■HP■■ID100100

0000896）から入手する
②文化振興課に郵送希望の連絡を
する

次に、寄付申出書に必要事項をご
記入の上、郵送かファクス、Ｅメ
ールで、または直接、文化振興課

（市役所 階）に提出してください。5
寄付申出書を確認した後、寄付金
の「納付書」を郵送しますので、
お近くの金融機関で納入をお願い
します。詳しくは、同課へお問い
合わせください

◆「四日市アート展2017」の作品を
募集します
■■■対市内および三重郡に在住、または
通勤・通学する人、または市内出
身者で、総合アート展にふさわし
いレベルの作品を出品できる人
■■時 月 日（金）～11日（日） 10：006 9
～17：00（最終日は16：30まで）
■■所文化会館第 ・ ・ 展示室1 3 4
■■内絵画、写真、彫刻、書、工芸のほ

か、盆栽、生け花など。作品の大
きさは180ｃｍ×200ｃｍ以内で、
人 作品（団体での合作も可）1 1

■■料 作品につき3,000円（開催協力費）1
■■申 月 日（必着）までに、所定の5 9
用紙を、郵送かファクスで、〒510
－0057 昌栄町21－10 文化協
会「四日市アート展」係へ
■■他実行委員会で書類審査を行い、採
否決定は 月14日ごろまでに連5
絡します。詳しくは、文化会館、
文化振興課（市役所 階）、文化協5

会にある応募要領をご覧ください
◆ネイチャーフォト市民公募写真展
公募作品を募集します
■■■対市内に在住、通学・通勤、または
市内の団体に所属している人
■■時 月23日（金）～25（日） ：306 9
～18：00（25日は17：00まで）
■■所文化会館展示棟 階 第 展示室2 1
■■内風景、自然、身近な草花の写真な

どネイチャーフォトをお寄せくだ
さい。作品の大きさは、四つ切、
ワイド四つ切、Ａ プリントの単4
写真。パソコン合成加工不可。1
人 点まで。また、写真家アサイ3
ミカさんによる講評会を 月256
日（日）15：00から行います
■■申 月 日～31日に、作品の裏に応5 1
募票を貼り付け、折り曲げ・水濡
れ対策をして、〒510－0057 昌
栄町21－10 文化協会へ
■■他応募作品は展示最終日に取りに来
てください。郵送返却希望の場合
は、応募作品とともに返信用封筒

（切手を貼り付け、宛名を明記）を
同封してください

市民協働の促進に関する計画の検
証などを審議する、市民協働促進委
員会の公募委員を募集します。
■■対市内に在住、または通勤・通学す

る18歳以上の人で、年 回程度、3
平日（夜間を含む） 時間程度の2
会議に毎回参加できる、市民協働
に関心がある人
■任期 平成31年 月31日まで3
■■■定 人1
■■申 月19日（必着）までに、所定の5
用紙に必要書類を添えて、郵送か
Ｅメールで、〒510－8601 市民
協働安全課へ
■■他審査は作文と面接による。募集要

項は同課（市役所 階）と各地区5
市民センターで入手できます
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No.1475 平成29（2017）年4月下旬号12
→

「広報よっかいち」下旬号の“ミニ
情報”は、市民や市民団体などの活動
を、スペースの範囲内でご紹介するコ
ーナーです。
■下旬号の発行日
毎月20日（おおむね1週間で配布）

■対象 発行翌月の1日以降に開催
か、申し込み締め切りがある催し
■原稿締め切り 発行前月の15日
（土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日）

ミニ情報の掲載について
広報広聴課（緯354-8244 胃354-3974）

★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください

第66回親と子のよい歯の
コンクール参加者募集

こども保健福祉課
■■問四日市歯科医師会（緯354-8512）

文化振興基金に
ご寄付をお願いします
文化振興課（緯354-8239 胃354-4873
■■■糸ｂｕｎｋａｓｈｉｎｋｏｕ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）

第67回四日市
市民芸術文化祭行事

文化振興課
■■問文化協会（緯／胃351-3729
月～金曜日 13：00～17：00）

市民協働促進委員会
公募委員を募集

市民協働安全課（緯354-8179 胃354-8316
■■■糸ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｕｄｏｕａｎｚｅｎ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）



■募集職種
①助産師・看護師（正職員）
②助産師・看護師（正職員）
③助産師・看護師（嘱託職員）
■採用予定日 ①平成30年 月4 1
日、②③平成29年 月 日7 1
■募集人数
①40人程度、②③ 人程度5
■受験資格 いずれも、昭和33年4
月 日以降生まれなど（詳しくは、2
各募集案内をご覧ください）
■試験日時と場所 月20日（土）5

：00から 市立四日市病院9
■応募期限
月10日（水） 17：15必着5

■募集案内請求先と応募先
〒510－8567 芝田二丁目 －372
市立四日市病院 看護部（内線
5035）

◆臨時看護師随時募集中
勤務時間帯・曜日は、相談に応じ
ます。

市立保育園、こども園における園
児などの健康管理、保健指導などを
担当する看護師の嘱託職員採用試験
を行います。
■採用予定日 月 日7 1
■募集人数 人2
■受験資格
次の条件をすべて満たす人
（1）昭和32年 月 日以降生まれ7 2
（2）看護師または准看護師の免許

を有する（見込み可）
（3）地方公務員法第16条に定める

欠格条項に該当しない
（4）外国籍の人は、永住者または特

別永住者の在留資格を有する
■試験日と場所
月27日（土） ：00から5 9
総合会館 階 栄養指導室4

■応募期限・応募先 月17日（必5
着）までに、郵送で、または直接、
〒510－0085 諏訪栄町 －2 2
保育幼稚園課（総合会館 階）へ3
■■■他詳しい試験内容・提出書類などは、
同課で配布する採用試験要項をご
覧ください。市ホームページ（■■■HP
■■ID1490661318856）からも入手
できます

■■■対保育士資格を持っている人
■勤務条件
常勤週 日勤務（勤務日数・時間5
については相談に応じます）
■■■申登録を希望する人は、履歴書と保
育士証の写しを、直接、保育幼稚
園課（総合会館 階）へ3

地区市民センターで地域社会づくり
に関する業務を担当していただきます。
■主な受験資格
次の条件をすべて満たす人
（1）地域活動などの経験があり、

地域社会づくりに積極的に取
り組む意欲がある

（2）市内に在住している
（3）民間企業などで職務経験があ

る（公務員は退職後 年経過3
していること）

（4）夜間、休日の会議、行事など
への参加が可能である

■募集人数 人1
■任期 月10日～平成30年 月7 3
31日（再任用する場合もあります）
■勤務地 内部地区市民センター
■■■申 月24日～ 月22日（必着）に、4 5
所定の用紙に必要書類を添えて、
郵送で、または直接、〒510－8601
市民生活課（市役所 階）へ5
■■他募集要項は、市民生活課と各地区
市民センターで入手できます
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市立四日市病院職員募集
市立四日市病院

（緯354-1111 胃352-1565）

ミ ニ 報情

市立保育園保育士（臨時
職員）の登録者を募集

保育幼稚園課（緯354-8173 胃354-6013）

保育園等看護師（嘱託職員）募集
保育幼稚園課（緯354-8173 胃354-6013）

地域マネージャーを募集します
市民生活課（緯354-8146 胃354-8316）

◆体験・護身術・合気道・心身ストレッチ健康
■■■対中学生以上 ■■時 月13日（土） 19：00～21：5
00 ■■所朝明中学校武道場 ■■定20人 ■■料500円
■■申事前に、市スポーツ指導員 有松（緯080－4300
－0967 ■■■糸ｏｋ_ａｒｉｍａｔｓｕ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）へ
◆ＪＲ東海さわやかウオーキング（無料）
■■■時■■所 月14日（日） スタート受け付け ：30～5 8
11：00 ＪＲ富田浜駅、ゴール受け付け15：
00まで ＪＲ四日市駅 ■主な行き先 四日市
港ポートビル、四日市萬古まつりなど（約9.5
㎞） ■■■問ＪＲ東海テレフォンセンター（緯050－
3772－3910 ：00～24：00）6
◆四日市歩こう会（小雨実施）
■■■料200円（交通費自己負担） ■■持弁当、水筒、
雨具 ■■問同会 米川（緯／胃365－9684）
①■■時■■所 月14日（日） ：10養老鉄道石津駅集合、5 9
14：10多度駅解散 ■主な行き先 アクアワー
ルド水郷、木曽三川公園（12㎞） ②■■■時■■■所 月285
日（日） ：50 近鉄八田駅集合、14：50同駅解散8
■主な行き先 荒子川公園、藤前干潟（12ｋｍ）、シ
ョートは10：15にあおなみ線中島駅集合（ ㎞）8
◆住まいのお困りごと解決カフェ
■■■時 月18日（木） 10：00～12：00 ■■所ラジカフェ5
（諏訪栄町） ■■料500円＋飲み物代 ■■申 月16日5
までに、Ｅメールまたは電話で、みえスマ（■■■糸ｍａｉｎ
＠ｍｉｅ-ｓｕｍａｉ.ｃｏｍ 緯080－3658－2122）へ
◆勉強会「グループホームの現状と課題」
■■■時 月19日（金） 10：00～12：00 ■■所文化会館5
第 ホール ■■料1,000円 ■■申■■問成人したわが子の3
生活を考える会 恒矢（緯090－5606－8721）へ
◆春の山野草展示会（無料）
■■■時 月20日（土）・21日（日） ：30～17：00（21日5 9
は16：00まで） ■■所文化会館展示棟 階 第 展示2 1
室 ■■他栽培方法の説明や苗木などの即売も実施しま
す ■■問泗水草友会 小林（緯090－7020－9014）
◆Ｂｉｚ

ビズ

Ｃａｆｅよっかいち（起業家交流会）（無料）
カフェ

■■■時 月20日（土） 10：00～12：30 ■■所ビズ・5
スクエアよっかいち（栄町） ■■問同所（緯329
－5407 ■■■糸ｉｎｆｏ＠ｂｉｚｓｑ41.ｊｐ）
◆劇団俳優座「フル・サークル～ベルリン1945」
■■■時 月20日（土） 18：15開演 ■■所文化会館第5
ホール ■■料3,000円／月（大学生2,000円、2
高校生1,000円）、入会金1,000円 ■■申事前に、
四日市演劇鑑賞会（緯／胃352－0371）へ
◆四日市案内人協会 縣・平尾地区散策

あがた

■■■時■■所 月21日（日） ：30三重交通赤水バス停5 8
集合、12：00近鉄湯の山線桜駅前解散 ■■料会員
200円、非会員300円 ■■持交通費、飲み物など
■■問同協会 飯田（緯090－7610－5512）
◆三重の就職セミナー（無料）
■■■対平成30年 月に大学・短大・専門学校など3
を卒業予定の人、34歳ぐらいまでの若年就職
希望者（Ｉターン・Ｕターン希望者を含む）
■■時 月23日（火） 13：00～17：005
■■所文化会館展示棟 ■■問四日市商工会議所商工
振興課（緯352－8194 胃355－0728）
◆コムズフェスタ2017 障がいのある人も共に
■■■時 月27日（土） 10：00～14：005
■■所作業所来夢（大井手三丁目）

らい む

■■問同所（緯355－1515 胃337－8988）
◆北勢模型愛好会 第 回模型展示会（無料）4
■■■時 月27日（土） 10：00～17：00・28日（日）5
：00～15：30 ■■所三重北勢健康増進センター9

（ヘルスプラザ）会議室 ■■問同会 谷（■■■糸ｈｏ1
ｋｕｍｏｋａｉ＠ｏｕｔｌｏｏｋ.ｊｐ）
◆年中大活躍！土鍋で作る大矢知手延麺料理
■■■時 月27日（土） 11：00～13：00 ■■所ばんこ5
の里会館 階 研修室 ■■定20人（先着順）2
■■料1,500円（ランチ付き） ■■申 月15日までに、5
同会館（緯330－2020 胃330－2021）へ
◆講演会と 人の保護者によるパネルディスカッ5
ション「障がいを持った子どもたちの暮らし方」
■■■時 月27日（土） 13：45～16：00 ■■所特別支5
援学校聖母の家学園講堂（波木町） ■■申 月265
日までに、同学園 辻（緯321－4502）へ
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第 回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち6
出場ファミリー募集
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会

（文化振興課内 緯354-8239 胃354-4873 ■■■糸ｃｏｎｃｏｕｒｓ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）

■本 選 日 程 10月15日（日） ■本 選 会 場 文化会館第 ホール1
■司会・進行 青島広志さん
■部 門 アンサンブル部門（合奏・合唱など）の 部門のみ1
■賞 ・ 賞 金 グランプリ・文部科学大臣賞：50万円と四日市の地場産品 年分1

第 位：25万円、第 位：15万円2 3
奨励賞：10万円、特別賞：10万円、市民審査員賞：10万円
アイデア賞： 万円、ユーモア賞： 万円、アット・ホーム賞： 万円5 5 5
サルビア賞（上記以外の本選出場者）：四日市萬古焼の土鍋
※全応募グループに参加賞をお贈りします

■応 募 資 格 煙家族による 人以上のアンサンブル2
煙家族とは、代表者の配偶者、代表者からみて祖父母・父母・子・孫・おじ・おば・おい・めい・
いとこ（全てその配偶者を含む）まで。年齢制限はありません

煙楽器による合奏、合唱など
煙ジャンルは、クラシック、ポピュラー、ジャズ、邦楽など
煙プロ奏者（職業演奏家）は 人のみ家族に限り参加可能1
煙 人以上の場合は、 人に限り上記家族以外のメンバーでも参加可能 など3 1
※その他応募資料が必要となります

■■■料 グループにつき、参加料2,000円1
■■申 月20日（必着）までに、文化振興課（市役所 階）、各地区市民センターにある募集要項をご覧の上、所定の申7 5
込用紙と応募資料を、郵送で、〒510－8601 全国ファミリー音楽コンクール実行委員会事務局（文化振興課
内）へ。詳しい内容はホームページ（■■■HPhttp：//www.city.yokkaichi.mie.jp/music/）でもご覧いただけます

■審 査 予選・本選の2段階で行い、予選は審査用映像で行います

「第 回全国ファミリー音楽コンクール inよっかいち」に参加していただける市民審査員と市民運営ボランテ6
ィアなどを募集します。
■■■対市内に在住、または通勤・通学する、もしくは市内で文化活動をする15歳以上の人（中学生は除く）
■■申 月15日（必着）までに、文化振興課（市役所 階）、各地区市民センターにある応募要項をご覧の上、郵送9 5
かファクス、Eメールで、〒510－8601 同実行委員会事務局（文化振興課内）へ。ホームページ（■■■HPhttp：
//www.city.yokkaichi.mie.jp/music/）からも入手できます

■■■他10月 日に本選の運営についての説明会を予定しています。1
報酬・交通費の支給はありません。応募時点で未成年者の人は、保護者の同意が必要です

◆市民審査員
■■■内本選出場団体の審査 ■■定100人（書類による選考があります）
◆市民運営ボランティア
■■■内出場者・来場者の受け付けや誘導などコンクール運営の補助や、出場者の交流会の準備・
運営など ■■定25人程度（先着順）

◆協賛企業（者）
■■■内コンクールをより充実したものにするために、皆さんのご協力をお願いします。
法人・団体など 口10,000円、個人商店など 口3,000円、個人 口1,000円（何口でも結構です）。ご協賛1 1 1
いただいた皆さんの名前、法人・団体などの名称は、口数に応じてポスターやパンフレット、公式ホームペー
ジに掲載させていただきます（個人の場合は 口以上で希望者のみ）。また、当コンクールのオリジナルクリア3
しおりを進呈します

市民審査員・市民運営ボランティアなども募集

イラスト：青島広志／○ＣNOAH

★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください



市民協働を促進するための担い手
育成や中間支援の強化を図る協働事
業を実施するに当たり、公募プロポ
ーザル参加者を募集します。
■■■対四日市市市民協働促進条例や同規
則で規定する要件を備えた市民活
動団体
■■内次の つのうち、いずれかの内容3
に取り組む
①小・中学生対象の市民協働体験
②市民協働をコーディネートする
人材の育成

③市民活動団体のネットワーク形成
■委託金額の上限

つの内容につき 団体20万円1 1
■■■申 月22日（必着）までに、市民協5

働安全課（市役所 階）・各地区市5
民センター・市民窓口サービスセ
ンターにある所定の「参加意向申
出書」に必要な書類を添えて、郵
送で、または直接、〒510－8601
市民協働安全課へ
■■他募集の詳細、申出書は市ホームペ
ージ（■■■HP■■ID1490762122708）か
らも入手できます

◆通知カード、マイナンバーカード
（申請した人）の受け取りについて
煙通知カード、マイナンバーカード
（申請した人）について、まだお受
け取りいただいていない場合には、
市民課までご連絡ください

煙マイナンバーカードを申請した人
で、申請してから数カ月以上経過
しているにもかかわらず、市役所

から受け取りの案内文書が届いて
いない場合は、市民課またはマイ
ナンバーカードコールセンター

（緯0120－95－0178［無料］ 胃

0120－601－785）までお問い合
わせください

※マイナンバーカードを申請するに
当たり、「個人番号カード交付申請
書」の名前・住所などに変更がある
と、申請は受け付けできません

【マイナンバーカードのメリットの例】
①マイナンバーの提示と本人確認を
同時に行うことができます

②ｅ-Ｔａｘなどの電子申請ができます
③平成29年秋ごろには、マイナポー
タルが開設され、行政機関の間で
の自分の個人情報のやりとりが、
自宅のパソコンなどから確認でき
るようになる予定です
◆外国人住民のマイナンバーカード
の有効期間について
外国人住民で、マイナンバーカー

ドの有効期間内に在留期間などの変
更手続きを行った場合、マイナンバ
ーカードの有効期間も更新すること
ができます。
現在お持ちのマイナンバーカード

の有効期間内に、市民課（市役所1
階）、各地区市民センター（中部を除
く）、市民窓口サービスセンターの窓
口で本人がお申し出ください。申請
の際には、在留カードおよびマイナ
ンバーカードをお持ちください。

月は、赤十字運動月間です。5
日本赤十字社（日赤）では、災害

や紛争・飢餓などで苦しむ人々への
支援活動を行っています。
また、日赤四日市市地区では、水

害・火災などの被災者にお見舞いを
お届けしています。こうした活動の
資金募集にご理解とご協力をお願い
します。
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日本赤十字社の
活動資金募集にご協力を
日赤四日市市地区（健康福祉課内
緯354-8109 胃359-0288）

通知カード、マイナンバーカード
（個人番号カード）について
市民課（緯354-8152 胃359-0282）

ミ ニ 報情
◆四日市おもちゃ病院
■■■時 月27日、 月22日（いずれも土曜日）5 7
14：00～16：00 ■■所四日市まんなかこども
ステーション（西町） ■■持壊れたおもちゃ
■■他部品代などの実費がかかることがあります
■■問同所（緯351－6670 胃351－6679）
◆自然農法セミナー「夏野菜の栽培管理」
■■■時 月28日（日） ：30～11：30（当日、参5 9
加自由） ■■所文化会館第 会議室 ■■料500円2
■■■問ＭＯＡ自然農法四日市普及会 加藤（緯090
－4236－5184）
◆四日市吹奏楽団 第38回定期演奏会
■■■時 月28日（日） 14：00開演（13：30開場）5
■■所文化会館第 ホール ■■料一般前売り800円2

（当日1,000円）、中・高校生前売り500円（当
日700円）、小学生以下無料 ■■問同団事務局（緯
386－4196）
◆命の声を聴く自己尊重トレーニング＆ほめ日記
■■■時 月29日（月） 10：00～12：00 ■■所富田地5
区市民センター和室 ■■料500円 ■■他託児あり

（300円／人。 月22日までに要予約） ■■問セパ5
三重（子育ち広場∴ドロップｉｎ内 緯090－
1831－1714 ■■■糸ｓｅｐａｍｉｅ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）
◆シニア生き生きチャレンジ教室（無料）
■■■対県内に在住する高齢者（おおむね75歳まで）
で、社会貢献活動や介護職場で働く意欲のある
人 ■■時 月 日（木）・ 日（水）・20日（火）・29日（木）6 1 7
10：00～16：00（別途、体験学習あり。 月6
21日～28日の間の 日間） ■■所文化会館第 ・2 3

ホール ■■申 月25日までに、郵送か電話、4 5
ファクスで、三重県福祉人材センター（緯059
－227－5160 胃059－222－0170）へ
◆女声合唱団「京」 30周年記念演奏会
■■■時 月11日（日） 14：00開演 ■■所文化会館第6
ホール ■■料1,000円（チケットは文化会館で1

販売） ■■問同団 中西（緯394－4119）
◆介護有資格者等再就職促進研修 受講者募集
■■■対介護の資格を持っていて、現在、福祉・介護の
仕事をしていない人 ■■時 月15日（木）・23日（金）、6
他に施設体験 日間 ■■所じばさん三重 階2 5
研修室 （施設体験は県内の福祉施設） ■■定305
人 ■■料無料 ■■申■■問三重県福祉人材センター（緯
059－227－5160 胃059－222－0170）へ
◆介護職員初任者研修 受講生募集
■■■対三重県に住民登録している満75歳未満の離職
者 ■■時 月22日（木）～ 月31日（木） ■■■所三重県6 8
社会福祉会館（津市） ■■定39人（応募多数の場合
は抽選） ■■料無料（教材費は実費負担） ■■申 月5 1
日～ 月 日に、三重県社会福祉協議会（緯0596 1
－227－5160 胃059－222－0170）へ
◆「岩戸山」バリアフリー山車曳き実行委員募集

ひ

■■■定 人 ■■申 月31日までに、電話かファクス、5 5
Ｅメールで、同事務局（ＮＰＯ法人ＵＤほっとね
っと 緯090－1271－6035 胃325－7246
■■■糸ｉｔｏｊ＠ｕｄ-ｈｏｔｎｅｔ.ｃｏｍ）へ ■■■他大四日市ま
つりでの岩戸山の演技は、 月 日。三滝通り8 6
周辺にて実施
◆海の好きな子あつまれ 四日市海洋少年団 団員募集
■■■対小学 年生以上 ■■問同団 林（緯345－5378）1
◆親子で音楽 ピアチェーヴォレ
■■■対未就園児 ■■時毎月第 ・ 水曜日 10：001 3
～11：00 ■■所三滝台公会所 ■■料 歳未満8001
円／回、 歳以上1,000円／回（楽器使用・材1
料費を含む。きょうだい割引あり。家族複数参
加無料） ■■申毎月第 ・ 月曜日までに、同事1 3
務局（緯090－5610－2158）へ
◆中部西学童保育所 指導員募集
■■■対子どもが好きで、遊ぶことが大好きな人 ■■時平
日10：00～19：00（シフト制）、土曜日・長期休
み ：45～19：00（シフト制） シフトについて7
は応相談 ■■所中部西学童保育所（西町）・中部西
第 学童保育所（中部） ■時給 830～9002
円（40日間は795円） ■■■申■■問中部西学童保育所

（緯080－5100－6670 胃351－6679）へ

「市民協働の担い手育成・
連携強化等に関する
協働事業」への公募

プロポーザル参加者を募集
市民協働安全課

（緯354-8179 胃354-8316）



16No.1475 平成29（2017）年4月下旬号

本市では、新たな市政運営に向け
て、平成29年度において組織・機構
の見直しを行いました。変更した組
織・機構（変更部分のみ）は下記の
とおりです。
◆財政経営部
■公会計・行財政改革推進室の新設
（緯354−8129 胃359−0275）

新公会計システムを導入するこ
とにより経営分析機能の強化など
を図り、行財政改革につなげてい
くため、財政経営課に公会計・行
財政改革推進室を新設しました。

◆健康福祉部
■福祉監査室の新設
（緯354−8101 胃359−0288）

市所管の社会福祉法人・介護保険
サービス事業者に対する指導監督
体制をより強化するため、健康福
祉課に福祉監査室を新設しました。

◆こども未来部
■こども子育て交流プラザの新設
（緯330−5020 胃334−0606）

子どもの健全育成および子育て
支援の充実を図るため、こども未
来課にこども子育て交流プラザを
新設しました。なお、同プラザへ
児童館機能を移転することに伴い、
橋北児童館を廃止しました。
■こども発達支援課の新設
（緯354−8064 胃354−8061）

子どもの発達に関する相談体制
および支援をより充実させるため、
こども保健福祉課の発達総合支援
室を拡充改組し、こども発達支援
課を新設しました。
■橋北こども園および塩浜こども園
の新設
小学校就学前の子どもに対し、

教育および保育を一体的に提供す
るとともに、地域の子育て家庭に対
する支援を行うため、橋北こども園
（緯331−4049 胃331−7243）
および塩浜こども園（緯345−
1629 胃345−1629）を新設し

ました。なお、同園の新設に伴い、
橋北保育園および橋北幼稚園なら
びに塩浜西保育園および塩浜幼稚
園を廃止しました。
■納屋幼稚園の廃止

園児数の減少により休園となっ
ている納屋幼稚園について、廃園
に伴い、組織上廃止しました。

◆都市整備部
■都市計画課のグループの再編
（緯354−8272 胃354−8404）

都市計画をより推進するため、
都市計画課のグループを総務・ま
ちづくり支援グループ、計画グル
ープに再編しました。

◆消防本部
■南部分署および消防第１〜３係の
新設

（緯349−5119 胃347−9955）
緊急車両の現場到着に時間を要

する地域への消防・救急サービス
の向上を図るため、南消防署の分
署として南部分署を新設しました。
併せて、同分署には消防第１〜３
係の３係を新設しました。

◆教育委員会
■国体推進課企画係および競技係の
新設

（緯354−8367 胃354−8432）
平成33年に三重県で開催予定

の国体準備のさらなる推進に向け、
国体推進課に企画係、競技係を新
設しました。

◆市民文化事業支援補助金
（旧 文化振興基金活用事業）
文化の振興を図るため、芸術鑑賞

など市民の自主的な文化事業に対し
て｢四日市市文化振興基金｣から補助
金を交付します。
■■■対市民を対象として平成29年度（７
月以降）に開催される文化事業の
うち、①、②いずれかの事業
①全市的事業…全市からの集客が
見込まれる場所を会場として、

市の文化振興を目的に、各種団
体が主体的に取り組む、定期的・
定例的でないもの

②地区事業…各地区の文化振興を
目的に、地区内で活動する各種
団体が主体的に取り組むもの

■審査方法 ①は書類と面接（６月
上旬）、②は書類による審査
■■申５月17日（必着）までに、所定の
申込用紙を、直接、①は文化振興
課（市役所５階）、②は各地区市民
センターへ。詳しくは、募集要項
をご覧ください

◆民間文化施設活用事業
より多くの市民の皆さんが優れた

芸術文化に触れていただきやすくな
るよう、民間の文化施設を利用して
行う市民の自主的な文化事業に対し
て、｢四日市市文化振興基金｣から補
助金を交付します。
■■対市民を対象として平成29年度に
開催される文化事業のうち、優れ
た音響設備を備えた市内の民間施
設で、客席数200以上のホールや
35ミリ以上の映画が上映できる
客席数90以上の専用施設を利用
して行われるもの
■審査方法 書類による審査
■■申所定の申込用紙を、直接、文化振
興課へ。予算額に達した時点で締
め切ります。詳しくは、募集要項
をご覧ください

女性ならではの感性や独創的な発
想をもって起業を志す女性を応援す
るため、今年度も四日市市女性起業
家育成支援事業を実施します。
■■対・基礎知識の習得を含め起業に関

心がある女性
・既に基礎知識を習得し起業を目

指している女性
・創業後５年以内の女性
■■他随時、市ホームページ（■■■HP■■ID1489
476309048）に掲載していきます

暮らしの情報

→
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平成29年度四日市市女性起業
家育成支援事業を実施します
商工課（緯354-8175 胃354-8307）

文化事業を支援します
文化振興課（緯354-8239 胃354-4873）

平成29年度市役所の組織・機構
総務課（緯354-8116 胃359-0286）

★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください
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建物を安心して利用していただく
ため、重大な消防法令違反のある建
物の名称などを広く市民の皆さんへ
情報提供する制度を開始します（四
日市市火災予防条例の一部改正に伴
い、平成29年10月１日から開始）。
■公表の対象となる建物
不特定多数の人が利用する建物

【例】百貨店、飲食店、ホテル・旅
館、病院・社会福祉施設など
■公表の対象となる違反
消防法令で設置が義務付けられて
いる、屋内消火栓設備・スプリン
クラー設備・自動火災報知設備の
未設置
■公表する内容
建物の名称・所在地、違反の内容
■公表の方法
消防本部ホームページ（■■■HPｈｔｔｐ
://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉ
ｅ.ｊｐ/ｓｙｏｕｂｏｕ/ｉｎｄｅｘ.ｓｈｔｍｌ）
に掲載します

市内在住の求職者が円滑に就職で
きるよう、就職に有利とされる資格
の取得にかかる費用の一部を助成し
ます。
■対象となる資格
①フォークリフト運転技能講習修
了資格

②介護職員初任者研修課程
■■■対次の要件を全て満たす人
・市内に在住する
・失業中である
・ハローワークで求職登録をし、

求職活動を行っている
・過去に同一の助成金を受けてい

ない
・18歳以上（資格①のみ）
■補助額
受講料のうち、自己負担額の２分

の１。ただし、資格①は上限２万
円、資格②は上限４万円。
受講を修了し、実績報告書を提出
していただいた後、助成金を支給
します
■■申所定の申請用紙に添付書類を添え

て、商工課（市役所７階）へ

■■他受講の申し込みをする前に、必ず
市に申請してください。受講申し
込み後の申請は受け付けません。
申請用紙は、同課、各地区市民セ
ンターで配布するほか、市ホーム
ページ（■■■HP■■ID1001000001355）
からも入手できます

暮
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消防法令違反対象物の
公表制度が始まります
予防保安課（緯356-2010 胃356-2041）

→

人権センター（緯354-8609 胃354-8611
■■■糸ｊｉｎｋｅｎｃｅｎｔｅｒ@ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）

よっかいち人権大学｢あすてっぷ2017｣受講生募集

人権について、広く学び理解を深める良い機会です。ぜひ、ご参加ください。
■■時■■内下表のとおり
■■所総合会館（６月10日・12月10日は文化会館、９月９日はそらんぽ四日市）
■■定80人（応募多数の場合は抽選）
■■料無料（ただし、フィールドワークについては、自己負担があります）
■■申５月25日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、電話番号を、人権セン
ター（総合会館７階）、各地区市民センターにある所定の用紙かはがき、フ
ァクス、Ｅメールで、〒510−0085 諏訪町２−２ 人権センターへ。詳し
くは、市ホームページ（■■■HP■■ID1000100000168）でもご覧いただけます

■■■他手話、要約筆記が必要な人は各講座の３週間前までに、託児が必要な人は各
講座の１週間前までに人権センターへ（ただし、フィールドワークは託児が
ありません）

■■■内（予定）■■■時

【公開講座】 開講式／記念映画上映
映画｢オケ老人｣〔細川徹監督作品 119分字幕あり〕

６月10日（土）
13：30～16：00

｢ＬＧＢＴをとりまく今｣
■■■師四日市大学副学長・教授 小林慶太郎さん

６月24日（土）
13：30～15：30

｢ひきこもりをともに考える｣
■■■師ＮＰＯ法人オレンジの会理事・社会福祉士 鈴木美登里さん

７月 日（土）8
13：30～15：30

【公開講座】｢共に生きていこうとする気持ち｣
～トーク＆手話ライブ～
■■■師サインシンガーソングライター 渡辺りえこさん

７月29日（土）
13：30～15：30

【公開講座】｢知っていますか？『見た目問題』｣
■■■師ＮＰＯ法人ＭＦＭＳ（マイフェイス･マイスタイル）代表
外川浩子さん

８月26日（土）
13：30～15：30

〔あすてっぷ修了生企画〕
｢四日市公害の歴史と教訓を語り継ぐ｣
■■■師四日市公害と環境未来館解説ボランティア
斉藤正英さん、神崎潔香さん、鈴木和美さん

きよ か

■ゲスト 野田之一さん（四日市公害裁判原告）

９月９日（土）
13：30～15：30

〔フィールドワーク〕
｢人権ゆかりの地を訪ねる ～全国水平社の碑ほか～｣
■■■師歴史文化研究家 長谷川博久さん

９月30日（土）
８：00～17：30

市制120周年記念事業じんけんフェスタ2017
【公開講座】 修了式／人権週間記念講演
｢違うから面白い、違わないから素晴らしい｣
■■■師演出家 宮本亜門さん

12月10日（日）

求職者の資格取得を支援します
商工課（緯354-8417 胃354-8307）

012913
タイプライタ
1491794600881
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商取引・証明用に使用する｢はか
り｣は、計量法により２年に１度の
検査が義務
付けられて
います。
■対象となるはかり
①商店、露店などの商品売買用
②病院、薬局などの調剤用
③病院、学校などの体重測定用
④農・漁業などの生産者の生産物
売買用

⑤工場、事業所などの材料購入・
製品販売用

⑥農協、漁協などの物資集荷・出
荷用

⑦運送業者などの貨物運賃算出用
■｢はかりの定期検査｣日時と場所

■■■他構造上、移動できないはかりを使

用している人、開業・廃業した人
は、市民・消費生活相談室（市役
所１階）へ

地域の皆さんが主体的に取り組む
担い手育成や用具類の更新などに要
する経費を補助します。
■■対平成29年度に行われる事業で、
①担い手育成などにつながる実技
習得教室などの開催に関するも
の

②担い手育成などにつながる発表
会や展覧会の開催など、普及啓
発活動に関するもの

③保存・継承に不可欠な用具類の
更新などに関するもの

④用具類や郷土資料の保管施設な
ど、整備に関するもの

■■申所定の申込用紙を、各地区市民セ
ンターへ。詳しくは、募集要項を
ご覧ください

■募集期間 平成30年１月31日ま
で（先着順。交付申請額の合計が
予算額に達した日に募集を終了し
ます。その日に複数の申請があっ
た場合は抽選で決定）
■■申交付申請書を、郵送で、または直

接、〒510−8601 環境保全課
（市役所５階）へ
■■他申請書類などは同課で配布するほ
か、市ホームページからも入手で
きます。詳しくは、市ホームペー
ジ（■■■HP①■■ID1490750619532 ②
■■ID1490744911500）をご覧くだ
さい。なお、交付決定日以降に着
手し（申請時点で未着工）、平成30
年３月30日（必着）までに実績報
告書を提出する必要があります

①四日市市新エネルギー等導入奨励金
■■■対市内で補助対象設備を設置する個
人または中小企業など
■補助対象設備
（1）太陽光発電設備（10ｋＷ未満）
（2）燃料電池設備
■補助金額 １件３万円
②四日市市中小企業省エネルギー設
備更新等事業費補助金
■■対市内で補助対象事業を実施する中
小企業など
■補助対象事業
（1）省エネルギー診断など
（2）照明設備、給湯設備、空調設

備、ボイラー設備の更新
（3）小型コジェネレーション設

備、ＬＥＤ照明設備の導入
■補助金額 補助対象経費の３分の
１以内（上限300万円）

４月分からの各種手当の月額が次
のように変わります。
①児童扶養手当
（旧）
第１子 42,330円〜9,990円
第２子 10,000円〜5,000円
第３子以降 6,000円〜3,000円

（新）
第１子 42,290円〜9,980円
第２子 9,990円〜5,000円
第３子以降 5,990円〜3,000円

②特別児童扶養手当
（１級）
（旧）51,500円→（新）51,450円
（２級）
（旧）34,300円→（新）34,270円
③特別障害者手当
（旧）26,830円→（新）26,810円
④障害児福祉手当・福祉手当
（経過措置分）
（旧）14,600円→（新）14,580円

暮らしの情報

→

新エネルギー設備の導入・
省エネルギー設備への更新

などを支援します
環境保全課（緯354-8188 胃354-4412）

地域の伝統的な文化行事など
の保存・継承を支援します

文化振興課（緯354-8239 胃354-4873）

はかりの検査
市民・消費生活相談室

（緯354-8147 胃354-8452）
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■■■所対象地区■■■時
県地区

市民センター県午前
5／17
（水） 神前地区

市民センター神 前午後

三重地区
市民センター三 重全日5／18

（木）

あさけプラザ富 田
大矢知全日5／24

（水）

富洲原地区
市民センター富洲原全日6／1

（木）

下野地区
市民センター

下 野
保 々午前

6／7
（水） 八郷地区

市民センター八 郷午後

羽津地区
市民センター羽 津午前

6／8
（木） 海蔵地区

市民センター海 蔵午後

市役所北館１階
計量検査室橋 北全日6／21

（水）
楠地区

市民センター楠全日8／17
（木）

市役所
北館１階
計量検査室

全地区全日
11／13
（月）
11／14
（火）

午前・・・ 9：30～11：30
午後・・・13：00～15：00
全日・・・ 9：30～12：00、13：00～15：00

★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください

各種手当の手当額が
改定されます
①②こども保健福祉課

（緯354-8083 胃354-8061)
③④障害福祉課

（緯354-8163 胃354-3016)

→



誰もが使いやすいホームページを目指し、４月３日に市公式ホームページを全面的にリニューアルしま
した。市政情報をより分かりやすく提供するとともに、市の魅力を広く発信していきます。

■新ホームページＵＲＬ：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｌｇ.ｊｐ

■リニューアルの主なポイント
●ブルーを基調に過度な装飾を避け、統一感のある落ち着いた印象を目指すとともに、上部には「四日
市らしさ」を表すイラストを配置し、親しみやすさを追求

●トップページは画面を２分割にし、文字やボタンを大きくすることで、シンプルで見やすいページを
実現

●四日市の魅力を発信するための特設サイト「四日市ＳＴＹＬＥ」（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｌｇ.ｊｐ
/ｍｉｒｙｏｋｕ）を開設

●全ページがスマートフォン対応
●障害者・高齢者を含め、誰もが安心して利用できるよう配慮（「Ｗｅｂアクセシビリティ」への対応）
●カテゴリ（ページ階層）を再構築するとともに、「ライフメニュー」
からも情報を探せるようにするなど、情報検索の利便性を向上

●使いやすい「イベントカレンダー」をトップページに配置

■広報ページＩＤ検索について
広報よっかいちに掲載する市ホームページの情報を簡素化し、検索の利便性を

高めるために「広報ページＩＤ検索」を設けました。本紙を含む広報よっかいち
に記載されているＩＤ（13桁の数字）を、新公式サイトの右下にある検索ボック
スに入力して検索していただくことで、該当ページにアクセスすることができま
す。ぜひ、ご利用ください。

広報広聴課（緯354-8244 胃354-3974）

市公式ホームページをリニューアルしました
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★市ホームページが新しくなりました。ＩＤ（13桁の数字）でページを検索できます。詳しくは19ページをご覧ください

学生の人には、申請によって国民
年金保険料の支払いが猶予される学
生納付特例制度があります。承認さ
れると、病気やけがなどが原因で障
害が残ったときなどにも安心です。
手続きには、年金手帳・学生証の

写しまたは在学証明書（原本）・印鑑
が必要です。２月下旬までに平成28
年度の学生納付特例の承認通知が送
付された人で、引き続き在学予定の
人は、日本年金機構からはがき形式
の申請書が送付されます。該当者で
申請を希望する人は、必要事項を記
入の上、はがきを返送してください。
また、申請時点の２年１カ月前の

月分まで免除（学生納付特例、納付
猶予含む）申請ができますので、過
去２年間に未納期間がある人は、保
険年金課（市役所３階）へ申請して
ください。

地域において新たに防犯カメラを
設置する団体への補助を行います。
■対象団体
自治会、その他の地域的な市民活
動を行う地域団体、商店街振興組
合およびそれらに準ずる団体
■対象経費
防犯カメラ購入、設置工事、表示
費用および賃貸借にかかる年間費
用
■補助額
・通学路に向けて設置する場合

・通学路以外の公共の場所に向けて
設置する場合

※事前申し込みに必要な書類の審査
および必要に応じて調査などを行
い、申請の可否を決定します
■事前申請受付期間
６月30日（金）まで

■■■申市民協働安全課（市役所５階）お
よび各地区市民センターにある所
定の申請書に必要な書類を添えて、
各地区市民センターを経由し、市
民協働安全課へ提出してください。
募集の詳細、様式は市ホームペー
ジ（■■■HP■■ID1490761535617）から
も入手できます

対象の人で、脳ドックを受診する
人は、受診前に申請し、決定通知を
受けた後に受診してください。受診
後の申請は受け付けできません。
■■■対次の条件を全て満たす人
（1）四日市市国民健康保険に加入

している
（2）申請日の前月分までの１年間

の保険料を完納している世帯員
（3）ＭＲＩを含む脳ドックを受診す

る（保険診療によるものは除く）
■■内補助金額は、ＭＲＩ検査にかかる費
用とし、１万円を限度とする
■■申脳ドック受診前に、印鑑と国民健
康保険証を持って、保険年金課（市
役所３階）、各地区市民センター

（中部を除く）、または市民窓口サー
ビスセンターへ申請してください

◆職場の健康保険に加入したときは

国民健康保険に加入していた人
が、職場の健康保険（社会保険・健
康保険組合など）に加入したときは、
国民健康保険からの脱退手続きが必

要です。保険年金課（市役所３階）か
各地区市民センター（中部を除く）の
窓口で、必ず届け出をしてください。
■■持国民健康保険証、職場の健康保険
証、免許証などの身分証明書、個
人番号確認書類
◆70歳になると高齢受給者証をお
送りします
国民健康保険に加入している人が

70歳になると、高齢受給者証をお送
りします。高齢受給者証は、70歳の
誕生月の翌月（１日が誕生日の人は
誕生月）から75歳になるまでの間、
病院などの窓口で、保険証と合わせ
て提示していただく必要があります。

経済産業省では、６月１日を調査
期日として工業統計調査を実施しま
す。この調査は、製造業を営む事業
所を対象として行われ、工業の実態
を明らかにすることを目的としてい
ます。調査結果は行政施策のための
基礎資料として利用されますが、調
査内容は統計以外の目的には使用さ
れません。
５月中旬から調査員が各事業所に

お伺いしますので、調査票への記入
をお願いします。

→

平成29年度分の
国民年金保険料の学生納付特例
の申請受け付けが始まりました
保険年金課（緯340-0221 胃359-0288）

地域における
防犯カメラ設置を支援します

市民協働安全課
（緯354-8179 胃354-8316）

補助限度額補助率
40万円２／３購 入
８万円賃貸借

補助限度額補助率
30万円１／２購 入
６万円賃貸借

国民健康保険では脳ドックの
受診料の一部を補助します
保険年金課（緯354-8158 胃359-0288）

国民健康保険からのお知らせ
保険年金課（緯354-8159 胃359-0288）

工業統計調査を実施します
ＩＴ推進課（緯354-8059 胃359-0286）

→

四日市温室園芸組合員生産のアラレ
ア、アンスリウム、エアープランツ、
カラーサンド植え、ギボウシ、グズマ
ニア、コーヒー、シダ、スパティフィ
ラム、玉竜、ブルーベリーなど、高品
質な観葉植物と鉢花をお値打ち価格で
直売します。各日とも、商品を購入し
た先着100人に観葉植物の苗をプレゼ
ントします。当日の連絡は、農業セン
ター販売所（緯326−1162）へ。
■■■時５月27日（土）・28日（日）

９：00～16：00
■■所農業センター販売所（赤水町）
■■他同組合のフェイスブック
（「四日市温室園芸組合
（観葉部）」で検索）もご
覧ください

第50回観葉植物・鉢花即売会
農業センター（緯326-0132 胃326-1162）



｢在宅医療｣を広く知ってもらうた
め、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 ７月１日（土）〜平成30
年２月28日（水）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）
■応募資格 市民または本市を活動
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）。補助金額には上限が
あります
■■■申５月19日（必着）までに、必要書
類を、郵送で、または直接、〒510
−8601 健康福祉課（市役所３
階）へ。申請書の内容を審査し、
補助金交付が決定した場合は、決
定通知を送付します
■■他その他にも条件があります。募集
要項および必要書類は、同課、各
地区市民センターで配布するほか、
市ホームページ（■■■HP■■ID14907793
46417）からも入手できます

市では、次の大規模小売店舗の届
出書の縦覧を行っています。
縦覧期間中は、誰でも周辺地域の

生活環境への影響について、県に対
して意見書を提出できます。
■店舗名称
①イオンモール四日市北（富州原
町221番地ほか17筆）

②イオン四日市尾平ショッピング
センター（尾平町字天王川原
1805番地ほか）

■届出事項
大規模小売店舗において小売業

を行う者の名称および住所ならび

に代表者の氏名
■縦覧場所 商工課（市役所７階）
■縦覧・意見書提出期間
７月７日（金）まで

（開庁日の８：30〜17：15）
■意見書の提出 郵送で、または直
接、〒514−8570 津市広明町
13 三重県雇用経済部中小企業・
サービス産業振興課へ

今号の特集は｢ロ
ーカルとグローバ
ル｣をテーマに、四日
市から世界を見つめ
活動の場を広げる

人々を紹介します。また、｢興味
津々・人物探訪｣では、卓越した声量、
歌唱力、表現力を持つ本市出身のア
ーティスト 浦嶋りんこさんに語っ
ていただきました。その他、「よっか
いち 地域ごよみ」では東富田のど

んど祭り、「こんにちは母校ですよ」
では富洲原小学校・三滝中学校、「四
日市を読む 四日市が出会った文化
人」では作家の伊藤桂一を取り上げ
るなど、地域に密着した情報をお届
けしています。
■取り扱い 市役所売店（総合会館
地下１階）、文化会館、博物館、じ
ばさん三重、ＴＳＵＴＡＹＡ白揚（市
内各店）、宮脇書店四日市本店、北
洞書店、宝文堂杉本書店、メリー
ゴーランドで販売中（500円）
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在宅医療啓発活動を
支援します

健康福祉課（緯354-8281 胃359-0288）

Ａ＝ 9：00～12：00 Ｄ＝ 9：00～16：30
Ｂ＝13：00～16：30 Ｅ＝13：00～21：00
Ｃ＝17：00～21：00 Ｆ＝ 9：00～21：00
中央緑地体育館（緯345−4111）
バドミントン 5/17Ａ 5/11・18Ｂ

5/1Ｃ 5/10・31Ｄ
5/2・24Ｆ

卓球 5/12Ａ
5/16・23・30Ｄ

バスケットボール 5/10・31Ｃ 5/19Ｅ
バレー・ソフトバレーボール 5/9Ｄ 5/17Ｅ
中央緑地第2体育館（緯345−4111）
バドミントン 5/9・16・23・29・30Ｂ

5/12・19Ｅ
卓球 5/8・10・11・15・18・22・25Ｂ

5/1・17・24Ｃ
5/31Ｅ 5/2Ｆ

バレー・ソフトバレーボール 5/1Ｄ 5/26Ｅ
四日市ドーム（緯330−3131）
グラウンドゴルフ 5/１6・31Ｄ
あさけプラザ体育館（緯363−0123）
バドミントン・卓球 5/6・13・27

（9：30～16：30）
四日市ドーム・あさけプラザは月曜日休み

◆市民窓口サービスセンター
（近鉄四日市駅高架下・緯359－6521）

土・日曜日、祝・休日も利用できます
（10：00～19：00）

取り扱い業務
住民票、戸籍、税、印鑑登録証明書
発行や住民異動届、戸籍届、印鑑登録
受け付け、市税収納など
※転入、転居、国保加入届など平日17：
00以降と土日、祝休日には一部取り
扱いできない業務があります

本場販売
５月21・22・23日
場外販売
５月１・２・○３・○４・○５・６・７・13・
14・15・16・○18・○19・○20・21・22・
23・24・27・28・○29・○30・○31日

（○数字は昼間場外・ナイター場外併売）

大規模小売店舗届出（変更）
の縦覧をしています

商工課（緯354-8175 胃354-8307）

「文化展望・四日市 ラ・ソー
ジュ38号」を発行しました
文化会館［緯354-4501胃354-4093
月曜日休館(第２月曜日を除く、
祝日の場合はその翌平日）］

→

●４月22日（土）
第27回全国菓子大博覧会・三重
（三重県営サンアリーナ）
●４月30日（日）
全日本うまいもの祭り
ｉｎモリコロパーク
（長久手市・愛・地球博
記念公園）
●５月13日（土）・14日（日）
第56回四日市萬古まつり
（陶栄町）

こにゅうどうくんの
主なおさんぽスケジュール
観光・シティプロモーション課
（緯354-8286 胃354-8307）

→



急な病気やけがのときに受診可能な医療機関を、24時間案内
◆四日市地域救急医療情報センター 緯353－1199
◆音声・FAX案内 緯／胃0800－100－1199
◆インターネット ■■■HPhttp://www.qq.pref.mie.lg.jp/
◆携帯電話による案内 ■HPhttp://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
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申込時必要事項など締め切り日 時対 象 な ど名 称

受講希望日、住所、名前、電話番号、出産経
験の有無、妊娠週数、出産予定日６月２日６月16日（金）

9：30～12：00

出産予定日が９月９日以降
（教室参加時、妊娠28週未満）
の妊婦・その家族
■■■定15組

パパママ教室
（妊娠中の生活の話、沐浴体験、

もくよく

妊娠模擬体験など）

受講希望日、住所、対象児の名前（ふりが
な）、生年月日、電話番号
■■■持だっこひもなど

開催日の
1週間前

10：30～
11：50

６月２日（金）5～8カ月児
■■■定各35人乳幼児食教室

（講話と調理実演など） ※乳児同伴も可 ６月６日（火）9～12カ月児

受講希望日、住所、名前、電話番号、妊娠週数
■■■持歯ブラシなど

５月19日

６月16日（金）
13：30～16：30

妊娠16～32週の妊婦
■■■定約10人

デンタルマタニティースクール
（講話と歯科健診・歯磨き指導など）

受講希望日（午前・午後の別）、住所、保護者
名、幼児の名前（ふりがな）、生年月日、電話番
号（ファクス番号）、フッ素塗布希望の有無
■■■持歯ブラシ（フッ素塗布時に必要）、タオル
※４カ月以内にフッ素塗布をした人、受講日に
２歳未満または４歳の誕生日を過ぎている人
は受講できません。歯ブラシをお忘れの場合、
フッ素塗布できないことがあります

６月20日（火）・27日（火）
10：00からのみ

６月23日（金）
10：00から

または13：30から

2～4歳未満の幼児
■■■定各15組
※締め切り後に、全員に受講
日などの結果を連絡します

歯ハハの教室
（講話と歯科健診・歯磨き指導など）

※希望者にフッ素塗布
と ふ

申し込み不要■■■所総合会館５階

５月22日（月）
9：30～11：00乳幼児育児相談

５月８日（月）
10：00～11：00６カ月未満の乳児と保護者「パンダひろば」

（育児について、みんなでわいわいお話ししませんか）
家庭訪問：電話にてお申し込みください
電話相談：直接電話してください随時月～金曜日（祝日除く）

8：30～17：15妊婦・産婦・新生児・乳幼児家庭訪問・電話相談

育児学級など ■■■所総合会館３階・4階・5階 教室などの利用時は、母子健康手帳をお持ちください
■■申こども保健福祉課（総合会館３階）窓口・はがき・電話・ファクス ※歯ハハの教室は電話では不可
■■問こども保健福祉課 〒510−0085 諏訪町２−２ 緯354-8187 胃354-8061

各教室とも応募多数の場合は抽選。託児はありません

※おたふくかぜの予防接種費用の一部を補助します。１〜４歳の人が対象で、補助額は最大3,000円です。なお、接種前に必ず申請が必要です

☆予防接種について、詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページのキーワード検索で「予防接種」と検索してください

対 象名 称（個別接種）
○対象年齢は、予防接種予診票についている説明書で確認してください
○保護者以外が同伴する場合は、委任状が必要です（委任状がない人は、連絡してください）
○日本脳炎予防接種特例対象者について
「平成７年４月２日〜平成19年４月１日生まれ」の人は、日本脳炎予防接種１期・２期の接種が済ん
でいない場合、20歳未満までであれば接種できます。
「平成19年４月２日〜平成21年10月１日生まれ」の人は、日本脳炎１期３回が済んでいない場合、
２期の接種時期（９歳以上13歳未満）に１期の不足分を接種できます。

小児用肺炎球菌
四種混合

麻しん、風しん混合
日本脳炎

子宮頸がん予防
けい

Hib
ヒブ

Ｂ型肝炎
ＢＣＧ

水ぼうそう
ニ種混合

予防接種 ■■■問こども保健福祉課 緯354-8187 胃354-8061 接種時は母子健康手帳と予診票をお持ちください

≪平成25年３月31日までに、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種した人へ≫
市町村の助成を受けて、平成25年３月31日までに子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種し

た人のうち、接種後に何らかの症状が生じて医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合
があります。お心当たりのある人は、具体的な請求方法などについて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口［フリー
ダイヤル 0120−149−931、ご利用になれない場合は緯03−3506−9411（有料）］へ至急お問い合わせください。

◎病気かな？と思ったら、まずは身近なかかりつけ医に相談してください
休日救急医療など

診療科・診療時間など名 称
日曜日、祝・休日、年末年始（12/31、1/1・2・3）
10：00～12：00、13：00～16：00

内 科
小 児 科応急診療所（西新地14－20）

緯353－1759 日曜日 10：00～12：00、13：00～16：00（年末年始休み）耳 鼻 咽 喉 科
火 ・ 木 曜 日 13：30～16：30
日曜日（月2回程度）09：30～12：30
（祝・休日と12/28～1/３を除く）

障 害 者（児）の歯科診療
（予約制）歯科医療センター（本町９－12）

緯354－5130
年末年始（12/30・31、１/１・２） 9：00～11：30休 日 診 療
毎月第3土曜日 14：00～16：00
■担当 一般社団法人 四日市薬剤師会薬剤師による薬の相談薬の相談（本町９－８ 本町プラザ内）

緯354－8440
毎日 19：30～翌朝8：00 ■担当 医療関係の専門相談員
相談内容の秘密は厳守します

子どもの病気などの
電 話 相 談

みえ子ども医療ダイヤル緯♯8000
または緯059－232－9955

◯妊婦健康診査を、県外の医療機関で受診した場合の受診費用を助成します。該当する人はこども保健福祉課まで連絡してください

★母子健康手帳・健康診査票・予防接種予診票などが手元にない場合は、こども保健福祉課まで連絡してください
妊婦・乳幼児健診 ■■■問こども保健福祉課 緯354-8187 胃354-8061

場 所対 象名 称
総合会館5階対象児に個別通知します幼児（1歳6カ月・3歳6カ月）健診
各医療機関妊婦・乳児（4カ月・10カ月）妊婦・乳児一般健康診査
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三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）〒510−0851塩浜町1−11 ■■■問緯349-3311 胃348-0017
ランニングトラックや軽運動室のほか、温水プール（第１・２プール）、グラウンドゴルフ場などの運動施設がご利用いただけます。
トレーニングルームに、障害のある人や車いすの人もご利用いただけるトレーニング機器を設置しています。健康増進のために、
ぜひご利用ください。
健康づくり教室の参加者を募集しています。本号の10ページ、館内のチラシやポスターをご参照の上、ぜひお申し込みください。
※プールをご利用の際は、水泳帽、必要な人はゴーグル（一般の眼鏡は使用不可）をお持ちください。また、ランニングトラック、軽運動室を利用
する人は上靴、運動できる服装が必要です
※軽運動室や温水プール（第２プール）、グラウンドゴルフ場は、団体による専用使用となっている場合がありますので、事前にご確認の上、ご利
用ください
※プール使用中止のご案内 水の入れ替え作業と洗浄のため、６月６日（火）は使用できません。ご了承ください

地区市民センターなどで行う各種検診（６月実施分） ■■問健康づくり課 緯354-8282 胃353-6385
広報よっかいち４月下旬号別冊「平成29年度検診のお知らせ（保存版）」で、検診の内容・対象年齢・会場・受診料
などをご確認の上、申込締め切り日までに、各地区市民センター（中部を除く）、健康づくり課、三重北勢健康増進
センター（ヘルスプラザ）、市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）窓口でお申し込みいただくか、下記
の項目を記入して、はがきかファクスで、〒510-8601 健康づくり課へ。市ホームページ（■■■HPｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.
ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ/ｋｅｎｓｈｉｎ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ）からも申し込めます。

①名前 ②生年月日 ③住所 ④電話番号 ⑤「集団」と明記の上、希望検診名
⑥希望検診日、会場 ⑦第２希望検診日集団検診（胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん）を受診する人

けい

○1名前 ○2生年月日 ○3住所 ○4電話番号 ○5「個別検診希望」個別検診（胃がん、大腸がん、子宮頸がん、肺がん・結核検診）を受診する人
①名前 ②生年月日 ③住所 ④電話番号 ⑤「集団 肺がん・結核検診希望」集団検診（肺がん・結核検診）

※平成29年度末年齢で、20・23・26・29・32・35・38・41・44・47・50歳の女性は、子宮頸がん検診と同時にHPV（ヒトパピローマウ
イルス）検査が受診できます。ご希望の人は、上記方法でお申し込みください
※65歳以上の人は、市の肺がん検診を受けていただくと、結核検診を同時に受診できます

こころの相談 ■■■料無料 ■■問保健予防課 緯352-0596 胃351-3304
場 所日 程 ・ 時 間相 談 ・ 検 査 項 目

総合会館７階
精神科医師による相談（来所）…3日前までに要予約（先着順）
５月11日（木）13：00～16：00
５月26日（金）10：00～12：00、13：00～16：00こころの相談

（精神保健福祉相談）
総合会館4階

精神保健福祉士による相談（来所）…要予約
月～木曜日 ９：00～16：00
保健師による相談…電話相談（随時）・来所相談（要予約）

難病、感染症の相談・検査 ■■■料無料 ■■問保健予防課 緯352-0594 胃351-3304
場 所日 程 ・ 時 間相 談 ・ 検 査 項 目

総合会館4階保健師による相談…電話相談（随時）・来所相談（要予約）結核相談・エイズなどの相談・難病相談

総合会館5階５月10日・17日・24日・31日（いずれも水曜日） 13：00～15：00
５月2４日（第４水曜日） 17：30～19：00

エイズ・B型C型肝炎・梅毒検査（匿名）
※予約不要。検査結果連絡のため、再度来所が必要

子宮頸がん、乳がん（エコー）検診（集団検診）
申込

締め切り日会 場検診日
日（曜日）月

５月26日（金）あさけプラザ25（日）6
６月２日（金）ヘルスプラザ６（木）7

※胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診には定員があります。
定員に達した場合、申込締め切り日前でも、申し込みをお断りする場合があります

※乳がん検診は、混雑緩和のため午前・午後はこちらで指定させていただく場合があります

胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん（マンモグラフィ）検診（集団検診）
申込

締め切り日会 場検診日
日（曜日）月

５月26日（金）楠福祉会館23（金）
6

５月31日（水）日永地区市民センター27（火）～30（金）

６月２日（金）
あさけプラザ２（日）

7 保々地区市民センター３（月）～５（水）
あかつき台２・４丁目集会所（注１）７（金）

（注１）胃がん、大腸がん検診のみ実施

集団検診（肺がん・結核検診）
申し込み後、受診券発送まで10日〜２週間ほどかかりますので、ご希望の受
診日の２週間以上前にお申し込みください。（平成27年度・平成28年度に集団
肺がん・結核検診を受診された人には、６月16日ごろに受診券を発送します）
お手元に集団肺がん・結核検診の受診券が届いている人は申し込み不要です。
６月以外の検診日については、「平成29年度検診のお知らせ（保存版）」をご
覧いただくか、受診券に同封した案内でご確認ください。

受付時間会 場検診日
日（曜日）月

9：30～11：30
なやプラザ28（水）

6

13：00～15：30

9：30～11：30あがたが丘集会所

29（木） 13：00～13：45八千代台集会所

14：30～15：30あさけが丘中央集会所

9：00～11：30
桜地区市民センター30（金）

13：00～15：00

【風しん抗体検査を無料で受けられます】 ■■■問健康づくり課 緯354-8282 胃353-6385
妊婦が風しんにかかることを予防し、生まれてくる子どもの「先天性風しん症候群」の発症を防ぐために風しんの抗体検査を受けましょう。

平成30年３月31日（土）まで期 間
本市に住民登録があり、次のいずれかの条件を満たす人
①妊娠を希望する女性 ②妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者 ③風しんの抗体が低い妊婦の配偶者などの同居者
過去に、妊婦健康診査などで、風しんの抗体検査を受けた人、風しん（麻しん・風しん混合ワクチン含）の予防接種を受けたこ
とのある人、風しんにかかったことがある人は、対象とはなりません。

対 象 者

健康づくり課（市役所３階）の窓口で直接お申し込みください。申し込み無料料 金委託医療機関場 所
所定の申込書でお申し込みいただいた人に受診券を発行します。申込書の郵送、ファクス送付を希望する場合は、健康づ
くり課までご連絡ください。
風しんの抗体が低い場合は、風しんワクチンの予防接種をお勧めします。風しんワクチンの予防接種は実費となります。

そ の 他
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５月の予定

と こ ろと き問い合わせ相 談 名分類

午前と午後月～金曜日354－8264消費生活相談 ※1

市

民

354－8153

市民相談 ※2

午後
予約制
各7人

11（木）・18（木）・
25（木）弁護士相談 ※3
1（月）・ 8（月）・15（月）・
22（月）・29（月）司法書士相談 ※3※4
2（火）・16（火）行政書士相談 ※5

予約制6人17（水）社会保険労務士相談 ※6
13：00～15：00予約制4人9（火）公証相談 ※7
午後16（火）行政相談 ※8
午前と13：00～15：45月～金曜日354－8155交通事故相談 ※9
13：00～15：0012（金）・26（金）354－8206建築相談（市民向け）

市役所４階建築指導課午後10（水）・24（水）建築相談（専門家向け）

市役所２階収納推進課10：00～16：0028（日）
354－8140
354－8143日曜市税納付相談
354－8160日曜国保納付相談

障害者相談支援事業所

8：30～17：15月～金曜日

※10障害者相談

福

祉

プラウ（障害者就業・生活支援）354－2550障害者の就業に関する相談
福祉総合相談室354－2411福祉総合相談

総合会館２階ボランティアセンター354－8144ボランティア活動相談

総合会館３階家庭児童相談室354－8276子どもの悩み等相談
ひとり親家庭生活相談

子どもの虐待防止ホットライン（電話相談）353－5110児童虐待相談
総合会館５階こども発達支援課354－8064児童発達相談
総合会館６階教育支援課（相談支援センター）

８：30～12：00
13：00～17：15月～金曜日

354－8285発達・不登校等教育相談教

育
市役所９階指導課354－8169いじめ・体罰等教育相談
総合会館３階青少年育成室352－4188青少年と家庭の悩み相談
総合会館７階人権センター午前と午後月～土曜日354－8610人権相談

人

権

本町プラザ３階男女共同参画センター
（354－8331）

9：00～16：00火～土曜日354－8335女性のための電話相談 18：30～20：3010（水）・17（水）・24（水）・31（水）
13：00～15：0027（土）354－1070男性のための電話相談
15：00～19：0013（土）340－3015

（予約専用）
働く女性、働きたい女性のため
の相談窓口（働くウーマンナビ） 16：00～20：0027（土）

市役所北館５階四日市国際交流センター
9：00～17：00火～日曜日

353－9955
外国人のための生活相談

13：00～16：0024（水）（要予約）外国人のための法律相談
21（日）（要予約）出入国・在留手続き相談

→ →

高齢化が進むことで、認知症にな
る人は今後さらに増えていくと言わ
れています。
認知症になっても、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることがで
きる環境づくりを目指し、国は「新
オレンジプラン（認知症施策推進総
合戦略）」を策定しました。その取り
組みの一環である「認知症カフェ」
が、市内10カ所で運営されています。
認知症は、高齢者にありがちな物

忘れと見逃されて症状が進んでしま
う場合や、家族が困っていても本人
の自覚がなく、なかなか受診につな
がらない場合があります。また、安

心して外出できなくなり、地域で孤
立してしまうこともあります。
認知症カフェは、認知症の人やそ

の家族、地域住民など、誰もが楽し
く参加できる集いの場です。認知症
の人にとっては心地の良い居場所で
あり、家族にとっては介護の悩みを
抱える人同士のつながりもでき、気
分転換をすることができます。お茶
を飲みながら和気あいあいと過ごし
ていると専門職の人にも相談しやす
く、早期発見につながったり、支援
を受けるきっかけになったりします。
安心して暮らせる地域づくりのた

めには、市民一人ひとりが認知症へ

の理解を深めることが大切です。認
知症の人や家族が安心して暮らせる
ように、地域全体で支え合っていけ
るような取り組みを一緒に広げてい
きましょう。

■問い合わせ先
介護・高齢福祉課

（緯354－8170 胃354－8280）

人権のひろば～人権・同和教育シリーズ～
＝毎月22日は「人権を確かめ合う日」です＝

「地域で安心して暮らしたい
〜認知症カフェの取り組み〜」

市民・消費生活相談室
※1 訪問販売での消費者被害など
市民相談コーナー
※2 金銭貸借、相続、離婚、借地借家、多重債務など
※3 同一人で、前相談から3カ月以内の相談は不可
※4 相続、後見、贈与、登記、金銭トラブルなど
※5 許認可、遺言・相続・契約・後見などでの書

面の作成相談
※6 年金、社会保険、労働問題など
※7 公証人による遺言、相続、契約など
※8 国・県・市など役所の業務や独立行政法人

などに対する意見など
※9 示談、自動車保険の請求など

弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公証の各
相談の予約は、平日９：00～12：00、13：00～16：00に
電話（緯354－8153）か面談（市民相談コーナー）が必要

市役所
１階

午前＝ ９：00～12：00 午後＝13：00～16：00 祝・休日を除く相相 談談

人口 311,672人（－443人） 男 155,286人・女 156,386人 世帯数 135,074世帯（＋1,168世帯） 平成29（2017）年３月末日現在（前年比）

※10かがやき（身体）354－8450
ソシオ（精神）345－9016
HANA（精神）320－2761
陽だまり（知的）328－5881
ブルーム（知的）329－5657
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