
平成28年度から検討を進めている、
市庁舎東側広場での新図書館を含む
中心市街地拠点施設整備の基本的な
考え方について、広く皆さんに知っ
ていただくとともに、本施設の機能
や空間のあり方を共に議論いただく
ため、シンポジウムを開催します。
■■■対市内に在住、または通勤・通学す

る人
■■時６月18日（日） 13：00〜16：30
■■所総合会館８階 視聴覚室ほか
■■内（新図書館を含む）中心市街地拠
点施設整備の基本的な考え方につ
いての説明、グループ討論および
議論の総括
■総合司会 早稲田大学理工学術院
教授 有賀隆さん

■■定100人程度（会場の収容人数を超
える場合は先着順）

■■申６月１日（必着）までに、住所、
名前（ふりがな）、年齢、電話番号
を、郵送、ファクス、Ｅメールで、
または直接、〒510−8601 政策
推進課（市役所８階）へ

自然の家で大人気のプログラム、
カヤックを家族や友人と体験しよう。
■■対家族や大人を含む２人のグループ
（２人乗りのカヤックです。必ず、
２人１組でお申し込みください）。
小学４年生以上は、子ども同士で

の乗船可。４歳〜小学３年生は、
大人（18歳以上）と同乗

■■時６月17日（土） ①９：00、②10：
30、③13：30（各回１時間程度）

■■所少年自然の家
■■定各回20組40人（応募多数の場合は

抽選。市内に在住する人を優先）
■■料２人で500円
■■申６月７日（必着）までに、参加希
望時刻、代表者の住所・郵便番号、
乗船ペアの名前（ふりがな）・学校
名・学年（年齢）を、往復はがき
で、〒512−1105 水沢町1423
−２ 少年自然の家｢家族でカヤ
ック体験②｣係へ

■■他詳しくは、少年自然の家ホームペ
ージ（■■■HPｈｔｔｐ://ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｓｈ
ｏｐｒｏ.ｃｏ.ｊｐ/）をご覧ください

自然の中に飛び出して、いろいろ
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
の家でいろいろなことにチャレンジ
しよう。
■■■対小学３年〜中学生
■■時７月８日（土）９：30〜７月９日
（日）16：00（１泊２日）
■■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６月14日（必着）までに、住所、
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（年齢）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1423−２
少年自然の家「わくわく自然探検
隊②」係へ。少年自然の家ホーム
ページ（■■■HPｈｔｔｐ://ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.
ｓｈｏｐｒｏ.ｃｏ.ｊｐ/）の「問い合わせ
フォーム」からも申し込めます

四日市ウオーキング大会は、市内
６つの総合型地域スポーツクラブが
それぞれ年に１回ずつ実施する行事
です。今回は｢熊野古道ウオーキング
ツアー ツヅラト峠（峠越え）｣です。
かつて「伊勢の国」と「紀伊の国」

の国境だった峠で、昔ながらの石畳
や石垣が状態よく保存されていま
す。歴史を感じ、大自然を満喫しな
がら歩きましょう。
昼食は、尾鷲のお母さんたちが作

る、地域の旬の素材を生かした食事
処「夢古道おわせ」で、ランチバイ
キングを楽しみます。時間によって
は、別料金でお風呂にも入れます。
■■■対市内に在住、または通勤・通学す

る中学生以上
■■時６月25日（日） 近鉄四日市駅西
側７：00・ユラックス第２駐車場
７：30集合、18：00解散予定（雨
天決行） ■■定90人（先着順）

■■料4,000円（参加費、交通費、昼食
代。当日集金）

■■持飲み物、タオル、雨具
■■申６月13日までに、四日市ウェルネ
スクラブへ

季節の変わり目、新しいことに挑戦しませんか

→ →

少年自然の家（緯329-3210胃329-2095）

家族でカヤック体験②

少年自然の家（緯329-3210胃329-2095）

わくわく自然探検隊②

（新図書館を含む）
中心市街地拠点施設の

シンポジウムを開催します
政策推進課（緯354-8112 胃354-3974
■■■糸seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp）

四日市ウオーキング大会
（第１弾）
スポーツ課

■■問四日市ウェルネスクラブ事務局
（緯／胃324-3214）

012913
吹き出し
6月16日（金）まで延長しました

012913
ハイライト
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時
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）
■■■内仲良し手作りの会による作品展です

楠歴史民俗資
料館 展示棟

楠歴史民俗資料館
企画展示「趣味を
楽しむ和布展」

：009～

17：00
月 日（木）6 1
～15日（木）

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（木）6 1

健康福祉課
（緯354-8281
胃359-0288）

当日、参加自由
■■■対がん患者と家族 ■■料無料

総合会館 階7
第 研修室2

がん患者と家族の
ためのおしゃべり
サロンin四日市

13：30～

15：30

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（■■■HPｈｔｔ
ｐ://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
■■内創業時に役に立つ準備、売れるための知識や開
業手続き、支援制度などについて紹介します。創業
者から創業体験談を発表いただきます
■■師Ｏｆｆｉｃｅ

オフィス

Ａｕｂｅ代表 五十嵐暁美さん、手仕事や
オーブ

ＣａｆｅＭｏｒｉｔａ 森田美貴さん、CPサロンEnchante
アンシャンテ

原賀香さん ■■料無料（交流会参加者は500円）

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②～開業する
時に役立つ知識や
手順＆創業体験談
～」

18：30～

20：30
月 日（金）6 2

社会教育課
（緯354-8240
胃354-8308）

当日、参加自由（少雨実施） ■■■内ノハナショ
ウブ、トキソウなど湿地の植物の観察
■■料無料 ■■持長靴、長袖、長ズボン、帽子、水筒

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（日）6 4

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、防災教育センター6 3
へ ■■■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

楠地区市民セ
ンター定期普通救命講習

：009～

12：00
月10日（土）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）］

事前に、同館へ ■■■対小学生以上 ■■内時の記念
日にちなんで、オリジナルの木製壁掛け時計
を作ります ■■定20人（先着順） ■■料300円

すわ公園交流
館

工作
「オリジナル時計
をつくろう！」

10：30～

11：30

宮妻峡ヒュッテ
（緯／胃329-2237）事前に、宮妻峡ヒュッテへ ■■■定40人宮妻峡ヒュッ

テ
日永梅林の梅で
梅干し・梅ジュース作り

10：00
から

月10日（土）6
・11日（日）

泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

事前に、講座名、希望時間、代表者の住所・名
前・電話番号、受講者数を、電話で、同庵へ
■■■師竹工芸作家 高比良護さん ■■定各回10人
■■料3,500円 ■■持霧吹き、500mlペットボトル
（円柱に近いもの。角柱やくびれたボトルは不可）

茶室「泗翠庵」
広間

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

当日、参加自由 ■村岡屋「さが錦」（佐賀
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、住所、名前、電話番号を、同館へ ■■■対小学
生 ■■内シルクスクリーン印刷を使って自分だけの
オリジナルTシャツを作ろう ■■定10人（先着順）
■■料300ヨー（300円でも可） ■■持無地のTシャツ
（ ～ 枚程度） ■■他「こども四日市」では、専用1 5
のお金「ヨー」を使います。 円＝ ヨーで両替し1 1
ますが、「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
「オリジナルTシャ
ツデザイン」

13：00～

15：00

事前に、同館へ ■■■対小学 年生以上（大人サポー6
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（先着順） ■■持筆記用具

こども四日市
GOLD市民会議

16：00～

17：30

市民・消費生活相談室
■■■問四日市消費者協会
（緯357-5069）

当日、参加自由
■■■師健康づくり課職員 ■■料無料

総合会館 階7
第 研修室1

第 回消費者講座「い1
きいき健康！」～食で
はじめる健康生活～

10：00～

11：30
月14日（水）6

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）］

月 日 ：00以降に、電話で、または直接、6 2 9
同プラザへ ■■■対市内または三重郡に在住する
～ 歳の子どもと保護者 ■■定20組（先着2 4

順） ■■料無料 ■■持上履き、飲み物など

あさけプラザ
体育館

キッズと保護者の
はつらつエクササ
イズ

10：30～

11：30
月15日（木）6

暮
ら
し
の
情
報
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問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時
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）
■■■内一ノ宮かな書道教室による作品展 ■■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

「かな書展」
月16日（金）～30日（金）6
：00～17：009

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」
（鵜の森公園内）月釜（表千家流）

10：00～
15：00

（受け付けは
14：30まで）

月18日（日）6 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
■■内水沢町の茶農家でお茶摘み体験。茶の天ぷら
の試食もできます ■■料無料 ■■持動きやすい服装

水沢市民広場
（星の広場）

家庭の日応援プ
ロジェクト 月6

「お茶摘み体験」

10：00～

15：00

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）］

当日、参加自由 ■■■内50～60年代のアメリカン・ポ
ップス。簡単な振り付けで、ダンスも楽しんでいた
だけます ■出演 橋爪健一、熊谷よう子、ＭＩＨＯすわ公園交流

館

すわSUNDAY
ライブ

14：00～
15：30

■■■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
カラーズ

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20日（火）6

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
■■■対市内か三重郡に在住、または通勤する60歳以
上の人 ■■師藤井信子さん

あさけプラザ
階 第 集1 1

会室
月高齢者講座6

（健康体操）
13：30～

15：00
月21日（水）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）］

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22日（木）6

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12日（必着）までに、住所、氏名、年齢、電6
話番号、講座で知りたいことを、往復はがきで、
同プラザ「まごわやさしい料理教室②」係へ
■■■対市内か三重郡に在住、または通勤・通学する人
■■定20人（応募多数の場合は抽選） ■■料1,500円
（材料費） ■■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

地産地消＆まご
わやさしい料理
教室②「大矢知
手延素麺で梅雨
を乗り切ろう」

10：00～

13：00
月23日（金）6

当日、参加自由
■■■内アコースティック楽器を使ったヨーロッパ民謡
や唱歌の演奏 ■出演 Trip

トリップ

nostalgie
ノスタルジー

あさけプラザ中
庭（雨天の場合
は、 階ロビー）1

第46回
中庭コンサート

18：30～
19：15

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17日までに、電話で、同センターへ ■■■対市内に6
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

中消防署中央
分署

定期
普通救命講習

：009～

12：00
月24日（土）6

茶業振興センター
［緯／胃329-3367
月曜日休館（祝日の
場合はその翌平日）］

事前に、電話で、同センターへ
■■■内電子レンジを使用した簡単製茶体験。出来上
がった紅茶・緑茶を持ち帰りいただきます
■■定各回 組（先着順） ■■料 組500円5 1

茶業振興セン
ター（水沢町）

「紅茶と緑茶の
製茶体験」

①10：00
～12：30
②13：00
～15：30

月25日（日）6

スポーツ課（緯354-
8429 胃354-8432）

当日、参加自由 ■■■持踊りができる服装、上履き
（かかとの低いもの）、昼食 ■■料無料

中央緑地第2
体育館

市民盆踊り
講習会

10：00～
15：00

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13日（必着）までに、講座名、代表者の住所・名前・6
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 ■■■定20人（応募多数の場合は抽選）
■■料1,500円 ■■持扇子、懐紙、黒文字（当日貸し出し可）

茶室「泗翠庵」
広間・小間
（鵜の森公園内）

茶道体験教室
「小間で濃茶を
楽しもう」
（遠州流）

13：00～

15：00

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18歳以上の人 ■■内ちょっと
すてきな動画撮影のこつ・テクニックの講習会
■■定30人（先着順） ■■料500円 ■■持動画が撮影で
きるもの（ビデオカメラ、スマートフォンなど）すわ公園交流

館

四日市☆映画祭
WS「あなたも映画
カントクワークショ
ップ～撮影編～」

13：30～

16：00

事前に、同館へ（当日受け付け可） ■■■内四日市の
まちを知り、みんなで四日市について考える、2
カ月に 回の会議です。前半は毎回テーマを決1
めてゲストスピーカーにお話しいただきます

四日市まちづく
りカフェ
「餅（伊勢街道は
餅街道）」

19：00～

21：00
月28日（水）6

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）］

月 日以降に、同プラザ・文化会館で入場券6 3
を販売 ■出演 田辺信男さん、牛嶋としこさ
ん、サンセットポップスオーケストラ
■■■料1,500円（全席自由）

あさけプラザ
階 ホール1

第25回
サマーナイト
コンサート

18：30
開演月 日（土）7 1
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そらんぽ四日市 〒510-0075 安島一丁目 -163
■開館時間 ：30～17：009
■休館日 月曜日（祝日の場合はその翌平日）、6月5日～12日は整備のため休館します。

［ 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
※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2時間までの無料駐車券を
お渡しします。お帰りの際には、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

（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

■■■問申し込みなど内 容日 時

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）6 3
・18日（日）

13：00～16：00

②
当日、先着順（ ：30から整理券を配布）9
■■■対小学生以上 ■■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
ビーチグラス・アクセサリー作り
浜辺で拾ったビーチグラスにカラーワイヤーを
巻きつけて、アクセサリーを作ります。

月 日（日）6 4
①10：00～11：00
②11：00～12：00

②
当日、参加自由 ■■■所垂坂公園の北側駐車場横エントラ
ンス広場集合 ■■料無料 ■■師四日市自然保護推進委員会
■■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 初夏の公園散歩
初夏の公園を散歩しながら、身近な昆虫や植物を
観察してみましょう。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11日（日）6
10：00～12：00

①

開館中はいつでもご覧いただけます。（入場は16：30
まで）。会期中の土・日曜日、祝日、 月24日（月）は、7
展示室内に解説員が常駐します。ご質問
など気軽にお声掛けください
■■■所 階 特別展示室 ■■料無料4
■■他 月24日は月曜日ですが、開館します7

市制120周年記念 企画展 四日市公害写真展
四日市公害裁判判決45周年
四日市公害裁判は全国に大きな影響を与えまし
た。公害の激しかった当時の写真を通して、四日
市公害の歴史と教訓を改めて考えてみませんか。

月13日（火）～6
月24日（月）7

①
当日、参加自由。時間中は随時受け付けています
■■■所 階 特別展示室4
■■料無料

企画展 四日市公害写真展
ギャラリートーク
解説員などが写真展の見どころを案内します。

月18日（日）6
13：00～16：00

②

月 日（必着）までに、保護者の住所・名前・電話番6 4
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 月」係へ ■■■対小学 年～中6 3
学生（保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室 ■■定30人1

（応募多数の場合は抽選。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てみま
しょう。

月18日（日）6
13：30～15：30

②

月10日（必着）までに、保護者の住所・名前・電話番6
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「まちエコウオッチング 月」係へ6
■■■対小学生（保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室 ■■定301
人（応募多数の場合は抽選。当選者のみ通知） ■■料無料

こどもエコレンジャー
まちエコウオッチング2

「そう音パトロール隊」
まちのさまざまな場所の音を騒音計で調べてみ
ましょう。

月24日（土）6
10：00～12：00

①

月11日（必着）までに、保護者の住所・名前・電話番号、6
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「ポスターをつくる」係へ ■■■対小学 年～中学生3

（小学生は保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室 ■■定201
人（応募多数の場合は抽選。当選者のみ通知） ■■料無料

四日市公害写真展の
オリジナル・ポスターをつくろう

「四日市公害写真展」を見学し、その中のお気に
入りの写真を使ってポスターを作成します。

月25日（日）6
13：30～15：00

②

月17日（必着）までに、保護者の住所・名前・電話番6
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 月」係へ ■■■対小学 年～中7 3
学生（保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室 ■■定30人1

（応募多数の場合は抽選。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3
「雨のサイエンス」
ムラサキキャベツの色素を使って、酸とアルカ
リを調べましょう。

月 日（土）7 1
13：30～15：30

②

月24日（必着）までに、保護者の住所・名前・電話番6
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「まちエコウオッチング 月」係へ7
■■■対小学生（保護者同伴） ■■所 階 研修・実習室 ■■定301
人（応募多数の場合は抽選。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3

「こどもエコタウンサミット」
模型を使って、まちを作りましょう。

月 日（土）7 8
10：00～12：00

◆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
◆手話通訳・要約筆記が必要な場合は、事前申し込み時にその旨をご記入ください
◆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

※抽選を行うものは、当選者に郵送で案内をお送りします。開催 日前になっても案内が届かない場合は落選となりますので、ご了承ください5
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そらんぽ通信

（緯355−2700 胃355−2704 ■■■糸hakubutsukan＠city.yokkaichi.mie.jp）■博物館・プラネタリウム
申し込みなど内 容日 時

月30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「いろ
のふしぎ」係へ
■■■対幼児～小学 年生と保護者 ■■所 階 講座室1 1
■■定20組（ 組 人以内。応募多数の場合は抽選）1 3
■■料200円／人

子ども博物館教室
親と子のプチわーくしょっぷ①

「いろのふしぎ」
本年度から始まった、幼児を対象にした博物館教室です。
第 回は、クロマトグラフィーを使って「いろのふしぎ」1
について調べます。

月 日（日）6 4
10：00～11：30

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②
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 日（日）6 4
14：15～15：15

開館中はいつでもご覧いただけます
■■■所 階 時空街道展覧処「白里亭」ほか3
■■料無料

学習支援展示
「四日市空襲と戦時下のくらし」
昭和20年 月18日の四日市空襲から72年。四日市空襲6
や戦時中の暮らしの様子を、実物資料や写真パネルなど
で紹介します。

月13日（火）6
～ 月 日（日）9 3

当日、先着順
■■■所 階 講座室1
■■定40人
■■料200円

古文書で知る江戸時代③
「くずし字を読み解く②」
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17日（土）6
10：00～12：00

当日、先着順
■■■対小学 年生～一般4
■■所 階 講座室1
■■定50人 ■■料無料

ジュニア学芸員養成教室②
「四日市空襲を語り継ごう」
四日市空襲を体験した人の話を聞き、学習支援展示「四
日市空襲と戦時下のくらし」を見学します。

月18日（日）6
10：00～12：00

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
「木星と土星を見よう」
見ごろの惑星「木星」と「土星」を観察します。

月24日（土）6
19：30～21：00

月15日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、6
電話・ファクス番号、学年・年齢を、博物館「たな
ばたかざり」係へ
■■■対小学 ～ 年生 ■■所 階 講座室1 4 1
■■定20人（応募多数の場合は抽選） ■■料200円

子ども博物館教室 ワークショップ②
「たなばたかざり」
季節の節目となる行事の意味を学び、行事にちなんだ工
作を行います。すてきな「たなばたかざり」を作りませ
んか。

月25日（日）6
10：00～12：00

プラネタリウムからのお知らせ
■プラネタリウム夏番組
■■■時 月13日（火）～ 月10日（日）6 9
■■所 階 プラネタリウム5
■■料一般540円、高校・大学生380円、小・中学生210円、幼児無料
■■内①一般番組「HAYABUSA −RETURN TO THEUNIVERSE−」 2018年に小惑星リュウグウに到着予定の「はやぶさ 」2 2
の任務について詳しく解説します

②ファミリー番組「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 ～地球のふしぎ～」 ドラえもんやのび太たちと一緒に地球のふしぎを3
体験しよう！

③星空番組「そらんぽ 星空への招待−夏の句−」 星の俳句と四日市の星空を紹介する季節感あふれる番組です
④夜間特別投映「FeeltheEarth」 バイオリニスト・葉加瀬太郎が奏でる名曲と共に、美しく尊い地球を感じる体験をお
届けします

18：3015：4514：3013：1511：3010：15
③①平日

④※③①②②①土日祝
夏休み※

※夏休み期間： ／21（金）～ ／31（木）7 8
※④は土曜日のみの投映
※ 月22日、 月 日は夜間特別投映を行いません7 8 5

■タイムテーブル（投映時間は約45分）
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月のおはなし会 （無料。当日、参加自由）6

■■■所 階 視聴覚ホール2
●ザ・男の読みきかせ
■■時 月 日（日） 14：00から6 4
■■対幼児から
■■内すべて男性の読み手による、絵本の読み聞かせです。
読み聞かせ以外のお楽しみもあるかも

■■所 階 児童室1
●赤ちゃん絵本のよみきかせ
■■時 月 日・15日・22日（いずれも木曜日）6 8
11：00から

■■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10日（土） 14：30から6
■■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11日（日） 14：30から6
■■内「銀の櫂」によるストーリーテリング（語り）。日本や

かい

世界のいろいろな昔話を語ります
●絵本の読みきかせ
■■時 月17日（土） 14：30から6
■■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
●おはなし会
■■時 月21日（水） 15：30から6
■■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
●おはなし会
■■時 月24日（土） 14：30から6
■■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
●おはなしびっくりBox
■■時 月28日（水） 15：30から6
■■内「Can」による絵本の読み聞かせ

キャン

や、手遊びなど

図書展示のお知らせ
「来☆ぶらり 図書館ってどんなとこ？」

らい

■■時 月24日（水）～ 月23日（日） ：30～17：005 7 9
■■所 階 展示コーナー ■■料無料2
■■内図書館の裏側の仕事を紹介します。また、世界や日本
の図書館を紹介した本、図書館を舞台にした小説など
も展示します

月のおはなし会 （無料。当日、参加自由）6

■■所 階 図書館1
●赤ちゃん絵本の読み聞かせ
■■対 歳児から ■■時 月 日（木） 11：00～11：300 6 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） 14：00～14：306 3
●絵本の読み聞かせ
■■時 月17日（土） 14：00～14：306

月のおはなし会（無料。当日、参加自由）6

●おはなし会
■■時 月10日（土） 15：00～15：30 ■■所 階 研修室6 2
■■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）
●よみきかせ ひよこ
■■時 月15日（木） 10：30～11：006
■■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

図書の特別整理のため、下記の期間休館します
■あさけプラザ図書館 月 日（日）～ 日（金）7 2 7
■楠交流会館図書室 月19日（月）～23日（金）6
※休館中は各館入口そばの返却ポストに図書を返却で
きます

あさけプラザ図書館、楠交流会館図書室
休館のお知らせ

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
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今年度は、夏と冬の 回実施しま2
す。公式ルールのバスケットゴール
（高さ4.12ｍ・直径44ｃｍ）を使った
本格的な玉入れに、ぜひご参加くだ
さい。
■■■対市内に在住、または通勤・通学す
る人

■■時 月25日（日） ：30～12：006 8
（ ：00受け付け）8
■■所橋北交流会館 体育館
■■定20チーム（先着順。 チーム 人1 5
編成。小学生を 人以上含む場合2
は 人も可とします） ■■料無料6

■■持体育館シューズ、飲み物
■■申 月19日までに、参加人数、チー6
ム代表者の住所・電話番号を、ビ
バ・橋北へ

■■他 月24日（土）14：00から開催場6
所で練習会を行います

月10日（日）に開催する10代の9
ための音楽コンテスト「ＹＯＫＫＡＩ
ＣＨＩＴＥＥＮ’Ｓ ＭＵＳＩＣ ＦＥＳ」の
出演者を募集します。文化会館で演
奏したいティーンズの皆さん、ぜひ
ご参加ください。
■■対東海三県でソロやバンドなどの形
式を問わず音楽活動をしており、
本選開催日に10～19歳の人

■■申 月30日（必着）までに、プロフィ6
ール、演奏動画ＵＲＬ、参加者の写
真を、ホームページ（■■■HPｈｔｔｐ：//
ｙｏｎｂｕｎ.ｃｏｍ/ｔｅｅｎｓ_ｆｅｓ）の
「出場者募集」から、またはＥメー
ル（ｏｕｂｏ2＠ｙｏｎｂｕｎ.ｃｏｍ）で、
送付してください。詳しくは、ホ

ームページをご覧ください
①プロフィール
代表者連絡先、メンバーの名前
と担当楽器、プロフィールを200
文字程度で記入してください
②演奏動画
ＹｏｕＴｕｂｅにアップしている
演奏動画 曲のＵＲＬ（オリジナル、1
コピーは問いません。市販されて
いるカラオケなどを使用した音源
は応募対象になりません）
③参加者の写真
ファイル形式はｊｐｇ、640×480
ピクセル以上、最大 ＭＢまで2

■審査 インターネット投票（ホー
ムページ上で動画を公開して実
施）と、審査員による審査によっ
て予選通過者を決定します。本選
は来場者および審査員による投票
で各賞を決定します

日常の生活の中で、気軽に生の音
楽に触れていただける機会として開
催しています。
■■■時 月16日（金） 17：30～19：006
■■所近鉄四日市駅 階 近鉄百貨店四1
日市店南入口シャンデリア広場

■出演 児玉国弘（ピアノ弾き語り）、
星空ラマン（篠笛、ピアノ）、津軽
三味線処いこい（津軽三味線）

■■■料無料

10月22日（日）に
開催する四日市ＪＡ
ＺＺＦＥＳＴＩＶＡＬの
出演者を募集します。
ジャズをはじめ、さまざまな音楽で

まちのにぎわいを創り出し、「音楽の
街・四日市」をつくりあげましょう。
■参加資格

煙プロ、アマ、演奏形態、ジャン
ルは問いません

煙演奏時間 40分間
煙生演奏を行うグループ。録音さ
れた音源や打ち込みを主体とし
た演奏は参加対象となりません

■■■申 月30日（必着）までに、所定の参6
加申込書、音源、写真、舞台配置
図を、ホームページ（■■■HPｈｔｔｐ：//
ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｊａｚｚ.ｃｏｍ）の「出
演者募集」から、またはＥメール
で、送付してください。詳しくは
ホームページをご覧ください
①参加申込書
ホームページから入手してくだ
さい
②演奏音源
煙録音曲数は 曲で、ファイル2
形式はｍｐ のみ3

煙ＣＤ、ＤＶＤなどで応募する
場合、一般のプレーヤーで再
生可能な音源を使用してくだ
さい

③参加者の写真
写真データ（最大 ＭＢまで）2

④舞台配置図

●四日市アート展2017
■■■時 月 日（金）～11日（日）6 9
10：00～17：00

■■所文化会館 第 ・ ・ 展示室1 3 4
■■内洋画、書道、写真、立体、華道、
盆栽などの作品展 ■■料無料

●ネイチャーフォト市民公募写真
■■時 月23日（金）～25（日）6
：30～18：00（25日は17：009
まで）

■■所文化会館 第 展示室1
■■内風景、自然、身近な草花の写真の
展示 ■■料無料

第 回四日市玉入れ4
（アジャタ）選手権

スポーツ課
■■問総合型地域スポーツ・文化クラブ
ビバ・橋北（緯080-4840-9775）

→→

まちかどコンサート
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）］

ＹＯＫＫＡＩＣＨＩＴＥＥＮ’Ｓ ＭＵＳＩＣＦＥＳ
出演者募集

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）］ 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）

第 回四日市ＪＡＺＺＦＥＳＴＩＶＡＬ6
出演者募集

文化会館［℡354-4501 胃354-4093
■■■糸ｉｎｆｏ＠ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｊａｚｚ.ｃｏｍ 月曜日休館
（第 月曜日を除く、祝日の場合はその翌平日）］2
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■■■時 月24日（土） 13：30～15：306
（13：00開場）
■■所文化会館第 ホール2
■■内海外で建築家として活躍してきた
セリーナは新たなステップのため
故郷ローマへ帰ってくる。しかし、
建築業界は男性社会で女性のセリ
ーナは相手にされない。壁にぶつ
かりながらも前向きに人生を切り
開くセリーナの姿をいきいきと描
きます

■■定590人 ■■料無料
■■申 月20日以降に、はもりあ四日市5
（本町プラザ 階）、市民生活課（市3
役所 階）、あさけプラザで整理券5
を配布（先着順）

■■他字幕あり。託児あり（無料。 カ6
月～小学 年生程度、先着15人程3
度。 月14日までに要申し込み）6

新米パパを対象に離乳食の料理教
室を開催します。冷凍保存ができる
ものやアレンジについても学びます。
初めて包丁を持つパパも大歓迎。
■■対市内に在住、または通勤・通学す

る新米パパ

■■所本町プラザ 階 はもりあ調理室3
■■定各回 人（先着順。連続受講可）8
■■師こども保健福祉課職員（管理栄養
士） ■■料無料

■■持エプロン、三角巾、ハンカチ、上
履き（スリッパはあります）

■■申 月23日 ：00以降に、講座名お5 9
よびコース名、住所、名前、電話
番号、託児の有無（託児希望の場
合は子どもの名前と年齢）を、電
話かファクス、Ｅメールで、はも
りあ四日市へ

■■他託児あり（無料。生後 カ月～小6
学 年生程度。 月21日までに要3 6
申し込み）

■■対市内に在住する原則60歳以上で、
健康で働く意欲がある人

■地域入会説明会

■■■持筆記用具。当日入会手続きをして
いただく場合は、①印鑑、②顔写
真（ × ㎝）、③年会費3,600円、3 4
④銀行の通帳（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

■■他会場への問い合わせはご遠慮くだ
さい

◆定期入会説明会
■■時毎月第 水曜日13：30から2
■■所シルバー人材センター（十七軒町）
■■他持ち物は、地域入会説明会と同じ

■■対市内に在住、または通勤する人
■■時①甲種防火管理新規

月27日（火）・28日（水）の 日6 2
間 ：30～15：409

②甲種防火管理再講習
月29日（木） ：30～11：306 9

■■所消防本部 階 防災センター2
（西新地）
■■定①140人 ②50人
■■料①2,400円 ②1,350円
■■申 月 日～16日（土・日曜日を除6 5
く）の ：30～17：15に、上半8
身写真を 枚持って、予防保安課1
か北消防署、朝日川越分署、南消
防署へ。申込用紙は消防本部ホー
ムページからも入手できます

■■他電話での申し込みはできません

■■対市内に在住する60歳前後の人
■■時① 月19日（月）～22日（木）6

② 月26日（月）～29日（木）6
①②とも、午前の部 ：00～12：9
00、午後の部13：00～16：00

■■所シルバー人材センター 階 研修2
室（十七軒町）

■■定各23人（応募多数の場合は調整）
■■料1,000円（テキスト代）
■■申 月10日までに、住所、名前、電6
話番号、年齢、希望の講座日時

（①午前、①午後、②午前、②午後
のいずれか）を、往復はがきで、
〒510－0063 十七軒町 －109
同センター「パソコン入門講座」
係へ→ →

三重県内男女共同参画
連携映画祭2017

「これが私の人生設計」上映会
はもりあ四日市（緯354-8331 胃354-8339
■■■糸ｋｙｏｕｄｏｕｓａｎｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.

ｍｉｅ.ｊｐ 日・月曜日、祝日休館）

さんかくカレッジ2017男性向け料理教室
パパぢからＵＰ！

新米パパの離乳食教室
はもりあ四日市（緯354-8331 胃354-8339
■■■糸ｋｙｏｕｄｏｕｓａｎｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.

ｍｉｅ.ｊｐ 日・月曜日、祝日休館）

■■■内■■■時・コース
おかゆ、野菜のマ
ッシュ、とろとろと
りそぼろ、レンジ
でホワイトソース

／ （土）7 1
：30～12：009
～ カ月児向け5 8
離乳食コース

フレンチトース
ト、手作りウィン
ナー、豆乳スープ

／ （土）7 8
：30～12：009
～12カ月児向け9
離乳食コース

■■■師■■■時
あさけプラザ
第 小ホール1

月27日（火）6
14：00から

橋北地区市民セン
ター会議室

月29日（木）6
10：00から

河原田地区市民セ
ンターホール

月30日（金）6
14：00から

防火・防災管理講習
予防保安課（緯356-2008 胃356-2041）

シルバー人材センター
入会説明会
健康福祉課

■■問シルバー人材センター
（緯354-3670 胃351-4830）

高齢者のためのパソコン
入門講座
健康福祉課

■■問シルバー人材センター
（緯354-3670 胃351-4830）

©2014italianinternationalfilms.r.l



■■■対市内に在住する60歳以上で、シル
バー人材センターでの就業を目指
す人

■■時 月10日（月）・11日（火）・13日7
（木）・20日（木）
■■所シルバー人材センター（十七軒町）
■■定15人 ■■料無料
■■申 月 日までに、同センターへ6 9
■■他全課程修了者には、認定講習の修
了証が交付されます

引き締まったしなやかな体づくり
を目指し、運動（スロー筋トレ）や
食事のノウハウを紹介する教室。仕
事などで忙しい人でもできる工夫も
交えてお伝えします。運動の強度は
やや強めです。
■■対市内に在住、または通勤する健康
的にシェイプアップしたい20歳
以上の人（心臓病・不整脈・運動
制限のある人は事前に要相談。主
治医などが運動不可と判断した場
合は参加できません）

■■時 月 日・15日～29日（いずれも7 1
土曜日） 全 回 ：30～11：304 9

■■所三重北勢健康増進センター
（ヘルスプラザ） 階 軽運動室2
■■定50人（応募多数の場合は抽選。結
果は全員に通知）

■■料無料
■■申 月15日（必着）までに、教室名、6
住所、名前（ふりがな）、性別、生
年月日、電話番号、心臓病・不整
脈の有無、運動制限の有無を、は
がきか電話、ファクスで、または
直接、〒510－8601 健康づくり
課（市役所 階）へ3
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■■■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、6
名前（ふりがな）、性別、生年月日、年
齢、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 －111
ヘルスプラザへ

■■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
リストの該当者も介助
者と一緒に参加できま
すので、申し込み時にお
知らせ下さい）

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

＜金曜午後コース＞
月 日～28日の7 7

金曜日
全 回4
13：45～15：15

＜金曜夜間コース＞
月 日～28日の7 7

金曜日
全 回4
19：00～20：30

＜水曜午後コース＞
月 日～26日の7 5

水曜日
全 回4
13：45～15：15
＜木曜午前コース＞
月 日～27日の7 6

木曜日
全 回4
：45～11：159

■■■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）］

高齢者のための
育児サポーター講習

健康福祉課
■■問シルバー人材センター

（緯354-3670 胃351-4830）

土曜日開催
本気でシェイプアップ講座

健康づくり課
（緯354-8291 胃353-6385）



これから農業を始めようとする人
を対象に、農業センターのビニール
ハウスと資材を使って作物栽培の研
修を行います。農機具などの貸し付
け、使用指導もします。
■耕作面積と研修費 ビニールハウ
ス… 棟100㎡（暖房設備あり）、1
30,000円（暖房灯油代は別途）

■■■対市内に在住する、農業で生計を立
てようとする人

■■時 月～平成30年 月 ■■定 人7 6 1
■■申 月 日までに、電話で、農業セ6 5
ンターへ

■■他後日、面接の上、受講者を決定し
ます

四日市港周辺の高松干潟は生き物
の楽園。干潟でしか見られない、カ
ニ・貝・鳥・魚などいろいろな生き
物を探しに行こう。雨天時は、海の
生物についての学習・観察を室内で
行います。

■■対小・中学生と保護者
■■時 月24日（土） ：00～12：006 9
（雨天別プログラム）
■■所高松干潟（雨天時はポートビル 階）2
■■師三重県水産研究所職員
■■定30人（応募多数の場合は抽選。当
選者のみ通知）

■■料無料
■■申 月 日（当日消印有効）までに、6 2
保護者の住所・電話番号・メール
アドレス、参加者全員の名前・年
齢を、はがきかファクス、Ｅメー
ルで、〒510－0011 霞二丁目1
－ 四日市港管理組合整備課1
「いきもの観察会」係へ

■■時 月 日（日） ：30開会8 6 8
■■所四日市港霞ケ浦南ふ頭西側海域
■募集数 一般の部76チーム、女性
の部 チーム（ チーム 人。応8 1 8
募多数の場合は抽選）

■■■料 万円／チーム1
■■申 月 日～20日12：00に、所定の6 1
用紙を、ファクスかＥメールで、
四日市港管理組合港営課へ。用紙
は電話請求またはホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-
ｐｏｒｔ.ｏｒ.ｊｐ/）から入手できます

■■■他大会参加者の中から大会運営に協
力していただけるチームを募集し
ます（特典あり）。詳しくはホーム
ページをご覧いただくか、電話で
お問い合わせください
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No.1477 平成29（2017）年5月下旬号10

平成29年度農業ビギナー研修
（新規就農者向け）

農業センター（緯326-0132 胃326-1162）

四日市港干潟のいきもの観察会
ひがた

参加者募集
政策推進課

■■問四日市港管理組合整備課
（緯366-7003 胃366-7033
■■■糸seibi＠yokkaichi-port.or.jp）

第30回四日市港カッター
レース大会出場チーム募集

政策推進課
■■問四日市港管理組合港営課

（緯366-7017 胃366-7049 ■■■糸ｃｕｔｔ
ｅｒｒａｃｅ10＠ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｐｏｒｔ.ｏｒ.ｊｐ）

認知症の人を温かく見守り、支援する活動をしていただくための講座です。
■■■対次の条件を全て満たす人
（1）市内に在住、または通勤・通学している
（2）過去に「認知症サポーター養成講座」を受講した
（3） 回ともに受講可能3

■■所①③総合会館 階 第 研修室 ②総合会館 階 第 ・ 会議室7 1 8 3 4
■■定70人 ■■料①②無料 ③100円
■■申 月12日までに、電話かファクスで、介護・高齢福祉課へ6

認知症サポーター フォローアップ講座
介護・高齢福祉課（緯354-8170 胃354-8280）

■■■師■■■内■■■時

伊藤クリニック
院長 伊藤毅さん
（認知症初期集中
支援チーム医）

認知症の人への治療と介護
煙種類、中核・周辺症状について
煙受診のタイミングや対応
煙早期診断、早期治療の重要性
煙認知症の薬の種類や効果

①
月19日（月）6
13：30～
15：30

認知症の人と
家族の会
三重県支部
下野和子さん

家族介護者を支えるために
煙ご本人、ご家族のそれぞれの思いと思
いを知ったうえでの支援内容や方法

煙家族支援の重要性
煙家族同士の情報交換の場について
煙取り組んでいる活動内容

②
月18日（火）7
13：30～
16：00

認知症カフェ
運営団体

認知症カフェの活動について
煙活動内容
煙利用者様の声
煙活動を通じて感じたこと

③
月30日（水）8
13：30～
16：00



■■■対市内に在住、または通勤・通学す
る人

■■時 月10日（土） 13：30～16：006
■■所文化会館第 ホール2
■■内よっかいち人権大学あすてっぷ2017
開講式と開講記念映画「オケ老
人！」の上映を行います。高齢者
が中心のオーケストラが演奏会を
成功させるまでを描いた物語です
■出演 杏、笹野高史 ほか

■■■料無料 ■■定593人（当日、先着順）
■■他開講式と講演会は手話通訳・要約
筆記あり。映画は字幕あり。託児
を希望する人は、 月 日までに6 3
人権センターに申し込んでください

■■時計 回の連続講座 いずれも ：8 9
30から（ ～ 時間程度）2 3
第 回 月24日（土）1 6
第 回 月15日（土）2 7
第 回 月 日（土）3 9 2
第 回 月30日（土）4 9

第 回 10月21日（土）5
第 回 11月11日（土）6
第 回 11月中下旬（平日）7
第 回 12月 日（土）8 2
※講師の都合により日程が変更に
なる場合があります

■■所四日市港ポートビルなど
■■内港の歴史や仕組みについて学ぶ座
学と現場視察（散策、乗船など）

■■定20人（応募者多数の場合は抽選。
初めて受講する人を優先）

■■料2,000円（傷害保険料含む）
■■申 月15日（必着）までに、住所、6
名前（ふりがな）、生年月日、電話
番号を、はがきかファクス、Ｅメ
ールで、〒510－0011 霞二丁目

－ 四日市港管理組合振興課1 1
「みなと講座」係へ
■■問講座内容などの詳細は、四日市港
管理組合のホームページ（■■■HPｈｔｔ
ｐ：//ｗｗｗ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｐｏｒｔ.
ｏｒ.ｊｐ/）をご覧いただくか、振興
課へお問い合わせください

地域づくりに必要な知識や技術を
習得してもらうためのマイスター養
成講座を開催します。
■■■対市内に在住する人
■■時 月から12月まで、月 回程度。7 2
全 回（主に土曜日の ：30～9 9
12：00、一部日曜日や午後の予定）

■■所総合会館ほか
■■内住民自治・地域づくりに関する講
義やコミュニケーション演習、事
例紹介、グループ討議、レポート
作成など

■■定40人（応募多数の場合は抽選）
■■料無料
■■申 月30日（当日消印有効）までに、6
住所、名前、電話番号、性別、年
齢を、はがきかファクス、Ｅメー
ルで、〒510－8601 市民協働安
全課へ
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よっかいち人権大学あすてっぷ
2017開講式・記念映画上映
人権センター（緯354-8609

胃354-8611 日曜日・祝日休館）

ミ ニ 報情

地域づくりマイスター養成講座
市民協働安全課（緯354-8179

胃354-8316 ■■■糸ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｕｄｏｕａｎ
ｚｅｎ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）

◆春になり 着物でお出掛けしませんか
■■■時 月30日、 月 日・13日（いずれも火曜日）5 6 6
10：00〜11：30、13：00〜14：30（ 回7
目の日時は相談の上決定） ■■所文化会館和室
■■料5,400円（90分レッスン全 回分） ■■持タン7
スに眠る着物 ■■他 回目は着物でお出掛けし7
ます ■■問内田（緯090−3382−6373）
◆そば打ち体験
～みんなで作って、食べて、美味しく笑う～

■■■時 月 日（土） 10：30〜14：00 ■■所レンタ6 3
ルスペースＳＩＧＮ（鵜の森一丁目） ■■定15人

サイン

■■料1,500円／人（材料費込） ■■持エプロン、バ
ンダナか三角巾 ■■申事前に、ハハプロジェクト
（緯350−6788 胃350−6789 ■■■糸ｉｎｆｏ＠ｈ
ａｈａ-ｐｒｏｊｅｃｔ.ｊｐ）へ
◆ファミリー落語会（入場無料）
■■■時 月 日（土） 13：00〜16：30（12：306 3
開場） ■■所あさけプラザホール
■■問安楽（緯090−3837−5554）
◆斎宮（斎王まつり）・松阪城下町散策
■■■時■■所 月 日（日） ：00旧岡本総本店前集合、6 4 8
17：00ごろ市民公園前解散（雨天実施） ■■定49
人（先着順） ■■料6,500円 ■■持集合・解散場所
までの交通費、飲み物など ■■問ＮＰＯ四日市案
内人協会 飯田（緯090−7610−5512）
◆リウマチ市民公開講座（無料）
■■■時 月 日（日） 13：00〜15：30（12：30受6 4
け付け） ■■所総合会館 階 視聴覚室 ■■定2008
人（先着順） ■■申 月 日までに、名前（代表者）、6 2
参加人数、あれば質問事項を、ファクスで、中
外製薬㈱津オフィス（胃059−227−7546
緯059−225−7255 10：00〜16：00）へ
◆四日市ウェルネスクラブ無料体験レッスン
■■■時 月 日・12日・19日・26日（いずれも月6 5
曜日） ：30〜10：10（おめざめビクス）、9
10：10〜11：00（ウェルネスヨガ）
■■所勤労者・市民交流センター ■■持ヨガマットま
たはバスタオル、室内シューズ、飲み物
■■申■■問同事務局（緯324−3214 火〜土曜日
10：00〜17：00）へ
◆子育ち広場∴ドロップｉｎ
■■■料200円 ■■問同所（緯／胃363−3728）

（1）あそびのじかん ■■時 月 日（月） 10：306 5
〜12：00 ■■所松原公園近くの空き地

（2）えほんのじかん ■■時 月26日（月） 10：306
〜11：30 ■■所子育ち広場∴ドロップｉｎ事務所
（富田一丁目） ■■他希望者は、まかないランチ300円
◆グレン・ミラーの夜 ビッグバンドの名曲たち
■■■時 月 日（火） 19：00開演（18：30開場）6 6
■■所文化会館第 ホール ■■料一般2,500円、高校4
生以下1,000円（チケットは文化会館で販売）
■■問服部（緯090−4252−1255）
◆こどもスペースに遊びに来ませんか
■■■所■■申■■問こどもスペース四日市（緯／胃321−
0883）

（1）絵本の読みかたり「絵本の日」
■■時 月 日（金） 10：30〜11：00 ■■料無料6 9

（2）小児科の先生と話そう「教えて三原先生」
■■時 月15日（木） 11：00〜12：00 ■■料無料6

（3）子育ての悩みなどをお話ししませんか
「あべっくままん」 ■■時 月 日（金） 10：00〜7 7
12：00 ■■料1,000円 ■■申 日前までに同所へ2

（4）スペースには本が一杯！自由に楽しもう！
■■時火〜土曜日 10：00〜20：00（火曜日は13：
00から。祝日は休館） ■■料無料 ■■他事業の都合
により利用できないこともあります
◆歌の集い 奏 無料体験教室（童謡・流行歌）
■■■対60歳以上の人 ■■時 月 日・23日（いずれ6 9
も金曜日） 10：30〜12：00 ■■所小林町公民
館 ■■申伊藤（緯090−3937−2627）へ
◆日本弁理士会 常設知的財産相談室（無料）
■■■時月〜金曜日 13：00〜16：00（事前予約制）
■■所名古屋商工会議所ビル 階（名古屋市中区8
栄） ■■問同会東海支部（緯052−211−3110）

○Ｃ2016荒木源・小学館／「オケ老人！」製作委員会

四日市みなと講座2017
〜みなとを知ってみなとを語ろう〜

政策推進課
■■問四日市港管理組合振興課

（緯366-7022 胃366-7025
■■■糸ｓｈｉｎｋｏ＠ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｐｏｒｔ.ｏｒ.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 日4 1
②③平成29年10月 日1

■募集人数
①20人程度、②若干名、③若干名

■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17日（土）6
：00から 市立四日市病院9

■応募期限
月 日（水） 17：15（必着）6 7

■募集案内請求先と応募先
〒510－8567 芝田二丁目 －2
37 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。

地域の魅力に関することや世代
間・地域間の交流についての情報発
信に係る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4
に取り組む
①地域活動や郷土芸能の映像などの制作
②魅力スポットの案内
③歴史を通じた世代間交流
④ホームページなどを活用した地
域情報発信

■委託金額の上限
つの内容につき 団体50万円1 1

■■■申 月16日（必着）までに、市民協6
働安全課（市役所 階）か各地区5
市民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
ージからも入手できます
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市立四日市病院
助産師・看護師募集

市立四日市病院
（緯354-1111 胃352-1565）

「地域の魅力等の情報発信
に関する協働事業」への
プロポーザル参加者募集

市民協働安全課
（緯354-8179 胃354-8316）

ミ ニ 報情
◆ビバ・橋北 ヨガ＆健康体操体験会
■■■所橋北交流会館 階 地域活動室（東新町）1
■■■定各回15人（先着順） ■■料500円／回（会員は
300円） ■■持ヨガマットまたは大きめのバス
タオル、飲み物、タオル ■■申各体験日の 日前3
までに、ビバ・橋北事務局（緯080－4840－
9775 胃324－2170）へ ■■他同会館の駐車
場をご利用ください

（1）ヨガ体験会 ■■時 月 日（金）・13日（火）・196 9
日（月）・26日（月）・30日（金） 10：30～11：30

（2）健康体操体験会 ■■時 月15日・22日・296
日、 月 日・13日（いずれも木曜日） 13：7 6
30～14：30
◆救急法基礎講習・救急法救急員養成講習
■■■対15歳以上の健康な人 ■■時 月10日（土）・116
日（日）・18日（日） ：00～17：00 ■■所四日市9
農芸高等学校 ■■定30人（先着順） ■■料3,200円
■■持筆記用具、昼食、実技のできる服装
■■■申事前に、日本赤十字社三重県支部（緯059－
227－4145 胃059－227－6245）へ
◆第 回四日市マルシェ（入場無料）8
■■■時 月10日（土）・11日（日） 10：00～15：006
（小雨決行） ■■所市民公園 ■■他子どもから高齢
者まで 世代が集まれる場所です。「ワンコブ3
ース」強化中です ■■問サロンドモルタンマルシ
ェ 川村（緯090－6463－8019）
◆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11日（日） ：40近鉄長島駅集合6 8
13：40ごろ近鉄益生駅解散 ■主な行き先
長島、九華公園ほか（11㎞）
②■■■時■■所 月25日（日） ：45近鉄久居駅集合、6 8
14：00ごろ同駅解散 ■主な行き先 久居城
跡、風早の里あじさい園ほか（10㎞）
◆ノルディックウオーキング無料講座
■■■時 月11日（日） 10：00～11：30 ■■所垂坂公6
園交流広場（北側駐車場集合） ■■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）へ9
◆みえテクノロジーカフェ「市民のための防災教室」
■■■時 月11日（日） 10：00～12：00 ■■所ＭＧ四6
日市（諏訪栄町） ■■料500円（ドリンク付き）
■■申事前に、Ｅメールかファクスで、日本技術士
会三重支部 堀（胃059－345－9739 ■■■糸ｙ_
ｈｏｒｉ＠ｍｕｉ.ｂｉｇｌｏｂｅ.ｎｅ.ｊｐ）へ
◆セパ三重 ほめ日記 回連続講座2
■■■対コープ会員 ■■時 月12日、 月10日（いずれ6 7
も月曜日） 10：00～12：00 ■■所コープみえ
四日市センター ■■料1,000円 ■■問セパ三重（子
育ち広場∴ドロップｉｎ内 緯090－1831－
1714 ■■■糸ｓｅｐａｍｉｅ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）
◆ほくサポ就労支援「集中訓練プログラム」
■■■対15～39歳の人 ■■時 月13日（火）～ 月12日6 8
（土） ■■所北勢地域若者サポートステーション
（諏訪栄町） ■■料無料 ■■申■■問事前に、電話かＥメ
ールで、同所（緯359－7280 ■■■糸ｗａｋａｍｏｎ
ｏ＠ｈｏｋｕｓａｐｏ.ｃｏｍ）へ
◆楽しいスマホ・タブレット初心者安全教室
■■■対女性 ■■時 月14日（水） 13：30～15：306
■■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
◆シニアサークル「男の囲炉裏端」の会
■■■料無料 ■■問同会 志田（緯／胃346－2903）

（1）市民公開講座 ■■時６月15日（木） 10：00～
12：00 ■■所本町プラザ３階 はもりあ会議室
■■定30人（先着順） ■■申６月８日までに、同会へ

（2）懐かしの名作映画｢ジェーン・エア｣上映会
■■時６月29日（木） 10：10～11：58 ■■所総合会
館３階 社会適応訓練室 ■■定50人（先着順）

■採用予定日 平成30年 月 日4 1
■受験資格 全職種共通 昭和58年 月 日以降生まれなど（詳しくは募集4 2
案内をご覧ください）

■試験開始時間と場所 ：00 市立四日市病院9
■募集案内請求先と応募先
〒510－8567 芝田二丁目 －37 市立四日市病院総務課（内線5211）2

市立四日市病院 職員募集
市立四日市病院（緯354-1111 胃352-1565）

応募期限試験日募集人数職 種

月14日（水）6
17：15必着月25日（日）6

人程度6臨床検査技師
人程度4理学療法士
人程度1作業療法士
人程度2言語聴覚士
人程度1診療情報管理士

月12日（水）7
17：15必着月23日（日）7

人程度3診療放射線技師
人程度4臨床工学技士
人程度1医療ソーシャルワーカー
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人権文化推進団体などの育成や自
立支援、人権教育・学習・啓発の推進
などを担当する嘱託職員を募集します。
■採用予定日 月 日7 1
■募集人数 人1

■受験資格
次の全てに該当する人
①昭和32年 月 日以降生まれ7 2
②地方公務員法第16条に定める

欠格条項に該当しない
③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

④人権問題に関する知識を有し、
人権啓発などに関心がある

⑤パソコン（ワード・エクセル）

を使用できる
■試験日・場所

月11日（日） 総合会館6
■応募期間

月17日（水）～ 月 日（木）必着5 6 1
■■■他詳しい試験内容・提出書類などは、

人権センター（総合会館 階）で7
配布する採用試験要綱をご覧くだ
さい。市ホームページ「職員募集」
からも入手できます→

人権文化まちづくり担当職員
（嘱託職員）募集
人権センター（緯354-8609

胃354-8611 日曜・祝日休館）

■募集要項 人事課、各地区市民センターほかで配布します。市ホームページ「職員募集」からも入手できます。
郵送希望の場合は、提出先へ返信用角 封筒に120円切手を貼って請求してください2

■共通の受験資格 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない人
■一次試験日時と場所（予定）
技術職 月25日（日） 10：00～16：00ごろ 総合会館（諏訪町 － ）6 2 2
獣医師 月 日（金） 10：00～16：00ごろ 総合会館（諏訪町 － ）7 7 2 2

■応募方法および提出先
技術職は 月17日～ 月13日（必着）、獣医師は 月17日～ 月27日（必着）に、受験申込書に必要書類を5 6 5 6
添えて、〒510－8601 人事課（市役所 階）へ（直接お持ちいただく場合は、平日の ：30～17：15）8 8

■業務内容、試験内容、提出書類など詳しくは、募集要項をご覧ください

平成30年 月 日採用 市職員の募集（技術職・獣医師）4 1

平成29年10月 日採用 市の任期付職員の募集（公認会計士）1

→

■募集職種 公認会計士 ■募集人数 人 ■応募期間 月16日まで（必着）1 6
■採用日 10月 日（予定） ■任期 原則として採用日から平成32年 月31日まで1 3
■主な受験資格 公認会計士資格を有し、公認会計士名簿に登録している人で、公認会計士としての実務経験
が 年以上ある人2

■一次試験 書類選考
■二次試験 面接試験（ 月中旬予定）7
■業務内容、試験内容、提出書類など詳しくは、人事課もしくは各地区市民センターにある採用試験要項をご覧
ください

■試験要項および受験申込書は、市ホームページ「職員募集」からも入手できます
■受験申込書の提出先 郵送か直接、〒510－8601 人事課（市役所 階）へ8

人事課（緯354-8120 胃354-8330）

人事課（緯354-8120 胃354-8330）

受験資格採用予定人数職 種

（1）年齢要件
昭和58年 月 日～平成11年 月 日に生まれた人4 2 4 1
（昭和58年 月 日～昭和63年 月 日に生まれた人は、別に職務経験・4 2 4 1
資格などが必要となります）

（2）学歴・資格要件
高校またはこれと同等以上の学校を卒業した人（大学・短大などは卒業見
込みを含む）で、それぞれの専門科目を履修している人

名程度5土木

技術職

若干名電気

（1）年齢要件 昭和48年 月 日以降に生まれた人4 2
（2）資格要件 獣医師免許を取得した人（見込みを含む）若干名獣医師
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市営住宅入居者定期募集
市営住宅課（緯354-8218 胃354-8404）

■■■対①から⑤の条件と各住宅の応募要件を全て満たす人
①四日市市内に在住または通勤し、住宅に困っている
②四日市市営住宅条例に定める収入基準に合う
③市区町村税を完納している
④申込者および入居しようとする親族が暴力団員でない
⑤連帯保証人を含め、次の（ア）、（イ）のいずれにも該当しない
（ア）過去に市営住宅に入居していた人で、現に未納の家賃、損害賠償金等の費用負担の義務がある
（イ）過去に市営住宅に入居していた人で、当該住宅の使用に係る債務を免れたことがある

■■申６月５日～９日に、申込書類一式を市営住宅課（市役所４階）へ、直接、提出してください。
なお、公募要領、申込用紙は市営住宅課で配布します

◇募集戸数と対象など

※募集戸数については、状況により変動する場合があります
※募集定数に満たなかった団地については、二次募集を行います。その場合は、市ホームページ（■■■HPｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋ
ａｉｃｈｉ.lg.ｊｐ/www.genre/1000100000290/index.html）で案内します

応 募 要 件構造・戸数（間取り）団地名対 象

同居または同居予定の親族（平成29年11月30日までに婚姻
予定の婚約者を含む）がいる人
ただし、大瀬古新町、曙町については、以下の規定がありま
す。
２ＤＫ：本人を含め２人以上の世帯
２ＬＤＫ：本人を含め３人以上の世帯
３ＬＤＫ：本人を含め４人以上の世帯
※前田町（２ＤＫ・１Ｆ）については、単身者向けの条件を満
たす方も申込みいただけます。ただし、単身者向けと同時
に申し込むことはできません。
また、前田町（２ＤＫ・１Ｆ）については、改良住宅となり
ますので、収入基準が他の住宅と異なります。

中耐５戸（ K、 DK）3 3三重

一般
世帯向け

中耐２戸（２ＤＫ）前田町
中耐１戸（２ＤＫ・１Ｆ）前田町（改良）
中耐１戸（３ＤＫ）北条町
中耐１戸（２ＤＫ）

大瀬古新町
中耐１戸（２ＬＤＫ）
耐二１戸（２ＬＤＫ）楠旭町
中耐１戸（２ＬＤＫ）末永・本郷
中耐１戸（２ＤＫ）

曙町
中耐１戸（３ＬＤＫ）

同居し又は同居しようとする親族（平成29年11月30日まで
に婚姻予定の婚約者を含む）が４人以上の世帯で、かつ中学
生以下の子どもを１人以上含む世帯

中耐１戸（５ＤＫ）高花平子育て
世帯向け

60歳以上で、同居者が次のいずれかの人
（ア）配偶者 （イ）１～４級の身体障害者手帳を持っている
（ウ）療育手帳を持っている （エ）１～２級の精神障害者保
健福祉手帳を持っている （オ）18歳未満の児童 （カ）60歳
以上

中耐１戸（２ＤＫ）内部泉町高齢者
世帯向け

同居または同居予定の親族（平成29年11月30日までに婚姻
予定の婚約者を含む）がいる人で、本人または同居者が１～
２級の身体障害者手帳を持っている人であり、かつ常時車い
すが必要な人

簡平１戸（３Ｋ）三重
障害者
世帯向け

（車いす対応）

次のいずれかに該当する人
（ア）申込みの時点で60歳以上の人 （イ）１～４級の身体障
害者手帳を持っている （ウ）療育手帳を持っている （エ）
１～３級の精神障害者保健福祉手帳を持っている （オ）ＤＶ
被害者で条例に定める要件を満たす （カ）本市の条例に定
める資格がある

簡平１戸（２Ｋ）高花平

単身者向け
簡平１戸（２ＤＫ）坂部が丘
簡平１戸（２ＤＫ）あさけが丘
簡二１戸（２ＤＫ）三重
簡二２戸（２ＤＫ）坂部が丘

申込時点で20歳以上60歳未満であること
中耐１戸（２ＤＫ）高花平若年

単身者向け 中耐３戸（２Ｋ）あさけが丘
中耐…中層耐火構造 耐二…耐火構造二階建 簡二…簡易耐火構造二階建 簡平…簡易耐火構造平屋建
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８月５日（土）・６日（日）に開催さ
れる｢第54回文化都市四日市を創る
大四日市まつり｣の参加者と運営ボ
ランティアを募集します。
■■■申６月16日（必着）までに、電話かフ
ァクス、Ｅメールで、同事務局へ

◆参加者募集
募集する行事（おどりフェスタな
ど）については、大四日市まつりホ
ームページ（■■■HPｈｔｔｐ://ｋａｎｋｏｕ43
ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｃｏｍ/ｍａｔｓｕｒｉ/）を
ご覧いただくか、電話でお問い合わ
せください。
◆運営ボランティア募集
大四日市まつりの運営をお手伝い
いただける人を募集します。
■■■対高校生以上
■■時８月５日（土）13：00〜22：00の
間、６日（日）10：00〜22：00の
間、７ 日（月）８：00〜12：00の
間、いずれも希望の時間で

■■所三滝通り、諏訪新道など
■■内運営ボランティア、会場清掃ボラ
ンティアなど

■■他７月上旬に説明会を行う予定です

◆ホストファミリー募集
■■対市内に在住する家庭（書類審査・
家庭訪問があります）

■■内７月22日（土）〜８月８日（火）の
滞在期間の前半か後半の約10日
間、ホームステイ先として交換学
生（高校生）・教師を受け入れてい
ただきます

■■定６家庭（１家庭につき高校生また
は教師１人の受け入れ）

■■申６月５日（必着）までに、所定の
申込用紙を、郵送かファクス、Ｅメ
ールで、または直接、〒510−8601
国際交流センター（市役所北館５
階）へ。申込用紙は、国際交流セ
ンターのホームページ（■■■HPｈｔｔｐ://
ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｓｈｉｎｋｏ.ｃｏｍ/ｙｉｃ/）
から入手できます

■■■他１泊当たり謝金3,000円。受け入
れ期間中にホストファミリーデイ
が２日間あります。詳しくは、同セ
ンターまでお問い合わせください

◆市内案内をする高校生募集
■■対市内に在住、または市内の高校に
通う高校生

■■内交換学生・教師の滞在中に１日案
内をしていただきます（当日は職
員も同行します） ■■定若干名

■■申６月５日（必着）までに、件名を
｢市内案内高校生応募｣とし、住所、
名前、学校名・学年、連絡先およ
び応募動機（100文字程度の英文）
を、Ｅメールで、同センターへ

■■対保育士資格を持っている人
■勤務条件
常勤週５日勤務（勤務日数・時間
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３階）へ

大四日市まつり参加者募集
大四日市まつり実行委員会事務局
（観光・シティプロモーション課内

緯354-8481 胃354-8483
■■■糸ｋａｎｋｏｕ@ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）

米国ロングビーチ市からの
交換学生・教師と交流しませんか

秘書課
■■問国際交流センター（緯353-9955 胃355-5931

■■■糸yic＠yokkaichi-shinko.com)

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）

暮
ら
し
の
情
報

募

集

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト・講
座

保
健
だ
よ
り

ミ ニ 報情
◆よっかいち朗読文学の会「更級日記」
■■■時６月16日（金） 13：30～15：30 ■■所本町プ
ラザ２階 会議室 ■■料700円 ■■問奥田（緯321
－8468）
◆四日市地方産業安全衛生大会特別講演「日本の政
治は良くなるか〜安倍政権下の政治と経済〜」

■■■時６月16日（金） 15：00から ■■所文化会館第
２ホール ■■料無料 ■■申四日市労働基準協会事
務局（緯353－3910）
◆エンディングノートをつくりませんか
■■■時 月17日（土） 10：00～12：00 ■■所あさけ6
プラザ第 小ホール ■■定30人（先着順）2
■■料1,000円（テキスト代） ■■問ひだまりあんし
ん倶楽部（緯0120－967－222）
◆ボート＆水上バイク無料体験乗船会
■■■時６月17日（土） 10：00～15：00 ■■所伊勢湾
マリーナ（天カ須賀） ■■申■■問同所（緯364－
0100 胃364－0102）へ
◆萬古焼急須で味わう新茶の淹れ方体験講座

い

■■■時６月17日（土） 13：00～14：30 ■■所ばんこ
の里会館２階 研修室 ■■定20人（先着順）
■■料1,000円（お菓子付き） ■■申６月10日までに、
同会館（緯330－2020 胃330－2021）へ
◆第７回 和楽ハーモニカコンサート（無料）
■■■時６月18日（日） 13：00開演（12：30開場）
■■所楠福祉会館 ■■問細間（緯346－9219）
◆ロバの子キッズ＆ヤングゴスペルコンサート
■■■時６月18日（日） 14：00～15：00
■■所菰野町町民センター２階 第１・２研修室
■■料無料 ■■問ロバの子ゴスペルクラブ（緯090－
9915－6972）
◆三重ハーモニカアンサンブルフェスティバル2017
■■■時６月21日（水） 12：20開演（11：40開場）
■■所文化会館第２ホール ■■料無料
■■問藤井（緯090－4163－2864）
◆四日市友の会 幼児生活団
■■■時説明会６月24日（土）、親子体験説明会７月４
日（火） いずれも10：00～12：00（９：45受
け付け） ■■所同団ホール（智積町） ■■料説明会は
無料［託児200円（保険代含む。要予約）］、親
子体験説明会は150円／人（昼食代）・子ども
1人50円（保険代） ■■申事前に、同団［緯326
－4342（平日） 胃326－2081］へ
◆自然農法セミナー「病虫害について総論」
■■■時６月25日（日） ９：30～11：30（当日、参
加自由） ■■所文化会館第２会議室 ■■料500円
■■問ＭＯＡ自然農法四日市普及会 加藤（緯090
－4236－5184）
◆第21回北勢三曲演奏会 邦楽のしらべ
■■■時６月25日（日） 13：00開演（12：30開場）
■■所文化会館第２ホール ■■料無料
■■問寺田（緯／胃378－1255）
◆若年性認知症の本人交流会と家族のつどい
■■■時６月25日（日） 13：00～15：30 ■■所総合会
館７階 第２研修室 ■■料200円（本人は無料）
■■申６月23日までに、認知症の人と家族の会三
重県支部 下野（370－4620）へ
◆ジュニアユースヨットクラブ ヨット試乗会
■■■対小学３年～中学生 ■■時６月25日、７月９日・
16日・23日、８月20日（いずれも日曜日）
９：00～12：00 ■■所津ヨットハーバー（津
市） ■■定各回10人 ■■料500円／回 ■■持運動が
できる服装、ウインドブレーカー、着替え
■■問三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットク
ラ ブ 岩 井（緯050－3694－1951）、川 戸
（緯090－9191－0011）
◆第17回子ども読書ボランティア交流会
■■■時６月30日（金） 10：00～12：00 ■■所市立図
書館ホール ■■定30人（先着順） ■■料300円（資
料代） ■■申６月28日までに、住所、電話番号、参
加者全員の名前（ふりがな）を、郵送か電話、
ファクス、Ｅメールで、〒510－0089 西町7
－19 Can 岡田博子（緯352－3094 胃352－

キャン

3138■■■糸ｏｋａｄａｓ55@ｍ2.ｃｔｙ-ｎｅｔ.ｎｅ.ｊｐ）へ→

三重県教育委員会では、平成30
年度から小学校で使用する｢特別の
教科 道徳｣教科書の見本本の展示
会を開催します。
■■■時６月16日（金）～29日（木）
９：00～17：00（土・日曜日は
９：00～12：00）

■■所総合会館６階 図書室 ■■料無料

小学校「特別の教科 道徳」
教科書見本本の展示会開催
指導課（緯354-8255 胃354-8475）
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高齢者の地域での生活を支える｢地
域包括ケアシステム｣構築のため、地
域で介護予防や生活支援に資する活
動を今年度中に立ち上げる場合に、
その経費の一部を補助します。
■■■対市内で活動をする市民活動団体
（地縁組織、ＮＰＯ法人、ボランテ
ィアグループなど）
■対象事業 支援を要する高齢者な
どを対象とする以下の事業
①介護予防や生きがいづくりを目
的とした通いの場の整備

②日常生活の支援や見守りを目的
とした訪問活動の実施体制など
の整備

■補助金額 対象経費の９／10
（補助金額の上限は120万円）
■■申５月24日〜６月20日（必着）に、必

要書類を郵送で、または直接、〒
510−8601 介護・高齢福祉課

（市役所３階）へ
■■他募集要項、必要書類は、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

これまで身体障害者、知的障害者、
精神障害者、要介護高齢者および難
病の人に交付される利用証の有効期
限は原則５年間でしたが、７月から
この有効期限が撤廃されます。６月
以前に利用証の交付を受けた人は、
更新手続きをすると交付要件に該当
しなくなるまでお使いいただけるよ
うになります。更新手続きは有効期
限の３カ月前から可能です。なお、

障害の等級の変更などによって交付
要件に該当しなくなった場合は、県
地域福祉課、県福祉事務所・保健所、
各市町の申請窓口へ郵送で、または
直接、利用証を返却してください。

出産育児一時金（42万円。産科医
療補償制度の対象外の場合は、40.4
万円）は、原則として国民健康保険
から病院に直接支払われます。
なお、本人が出産費用を医療機関

に全額支払った後に、出産育児一時
金を本人へ支払う方法もあります

（申請が必要）。
また、出産費用が出産育児一時金

の額を下回った場合は、本人から差
額分を国民健康保険に請求していた
だくことになります。詳しくは、保
険年金課にお問い合わせください。

縦覧期間中は、どなたでも意見書
を提出できます。
■縦覧する都市計画変更案 四日市
都市計画生産緑地地区の変更
■内容 平成28年４月１日から平成
29年３月31日までの間に、生産緑
地地区の指定を希望し、指定要件
を満たすものについて生産緑地地
区に指定します。また、公共施設
を設置する通知があった生産緑地
や、死亡、病気・けがなどで行為
制限が解除になった生産緑地、行
為制限解除に伴い指定要件を満た
さなくなった生産緑地を除外する
変更を行います
■縦覧・意見書の期限 ５月29日
（月）〜６月12日（月） ８：30〜17：
15（土･日曜日を除く）
■縦覧場所

都市計画課（市役所４階）
■意見書の提出先
郵送で、または直接、〒510−
8601 都市計画課へ

ＨＩＶ感染者は20〜30代、エイズ
患者は30〜40代の割合が
高くなっています。
ＨＩＶ感染の発見が早け

れば早いほど、エイズの発症を抑え
ることができます。早期発見のため
にも検査を受けましょう。
■■時毎週水曜日 13：00〜15：00
毎月第４水曜日 17：30〜19：00

■■所四日市市保健所（総合会館５階）
■■他無料・匿名検査（名前を聞きませ
ん。予約の必要はありません）。検
査結果報告のために、再度来所が
必要となります。ＨＩＶ検査と一緒
に、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・梅毒の
検査が受けられます。駐車場は、
市営駐車場または、くすのきパー
キングをご利用ください
■夜間検査の増設
■■時６月７日（水） 17：30〜19：00
６月１日〜７日の検査普及週間に

合わせて、夜間検査を増設します。
ぜひ、この機会に受けてみましょう。

昭和20年６月18日、本市は大規模
な空襲に見舞われ､800人以上の市
民の尊い生命が奪われました。
市では、その悲劇を後世に伝えよう

と､毎年献花式を行っています。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。
■■時６月18日（日） ９：00〜９：30
（雨天実施）
■■所四日市空襲殉難碑前（鵜の森公園
内)

暮らしの情報

地域での介護予防、生活支援の
活動立ち上げを支援します

介護・高齢福祉課
（緯354-8170 胃354-8280）

四日市空襲犠牲者慰霊献花式
健康福祉課（緯354-8109 胃359-0288）

そ の 他

→

四日市都市計画生産緑地地区
の変更案を縦覧します

（都市計画の追加指定および除外）
都市計画課（緯354-8272 胃354-8404）

国民健康保険
出産育児一時金のお知らせ
保険年金課（緯354-8161 胃359-0288）
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→

｢三重おもいやり駐車場利用証｣
の有効期限の廃止について

障害福祉課
■■問三重県地域福祉課（緯059-224-3349
胃059-224-3085 ■■■糸ud@pref.mie.jp）

保健予防課（緯352-0594 胃351-3304）

６/１〜６/７は
ＨＩＶ（エイズ）検査普及週間

夜間検査を増設します



当コンクールでは、現在、出場者
を募集中です。応募に必要な予選審
査用映像を自分で制作することが困
難な人のために、撮影のサポートを
しますので、ぜひご利用ください。
■■■時７月８日（土）・９日（日）
■■所三浜文化会館１階 リハーサル室
Ａ
■■内・ビデオ撮影用の会場、機材、ス

タッフを準備します（簡易な撮
影です）

・撮影した映像は、ＤＶＤを２枚
作成してお渡ししますので、予
選審査用資料として提出できま
す

・会場には、グランドピアノ、譜
面台、マイク、ミキサー、スピ
ーカーがあります。その他の楽
器や機材など、必要なものは持
ち込んでください

・１グループにつき２時間まで利
用できます（料金は１時間単位）

■■定10組（先着順）
■■料1,000円／時間
■■申５月19日〜６月30日に、電話で、
文化振興課へ
■本選
■■時10月15日（日）
■■所文化会館第１ホール

市民の団体やグループが主催する
学習会に、市の職員が出向いて市政
情報などを提供する｢生涯学習いき
いき出前講座｣のメニューが、６月か
ら新しくなります。メニューの内容
は、環境・健康・防災など、豊富に
揃っています。各地区市民センター、

文化振興課（市役所５階）、市ホーム
ページ（■■■HP■■ID1001000000891）に
あるメニュー表（５月下旬配布・更
新）をご覧の上、ぜひご利用くださ
い

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
いない場合は、市民課
までご連絡ください。
マイナンバーカードを申請された

人で、申請され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」の氏名・住所などに変更があ
ると、申請は受け付けできせん

野良猫に餌だけを与えていると、
猫の数がどんどん増え、糞尿やいた
ずら、繁殖期の鳴き声など、地域の
環境が悪化する可能性があります。
元は人に捨てられたことが原因で、
猫に罪はないはずです。

耳のＶ字カットは、
避妊去勢手術済みの

“サイン”です。
耳がＶ字カットされ

た猫を見かけたら、一代限りの命で
すので見守ってあげてください。
野良猫の避妊去勢手術費用の一部

の補助をしています。詳しくは、衛
生指導課までお問い合わせください。
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第６回全国ファミリー音楽
コンクールinよっかいち

審査用映像撮影のサポート
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 緯354-8239 胃354-4873）

｢いきいき出前講座｣
メニューが新しくなります
文化振興課（緯354-8239 胃354-4873）

野良猫の耳が、V字に欠けて
いる理由を知っていますか
衛生指導課（緯352-0591 胃351-3304）

通知カード、マイナンバー
カード（個人番号カード）
の受け取りについて

市民課（緯354-8152 胃359-0282）

ミ ニ 報情
◆聖母の家 公開授業・学校説明会
■■■時７月５日（水） 10：00〜12：00 ■■所聖母の
家学園講堂（波木町） ■■申６月30日までに、同
学園 北村（緯321－4502）へ
◆介護職員初任者研修
■■■対三重県に住民登録している、来年３月に卒業
予定の学生、満75歳未満の離職者 ■■時７月24
日（月）〜８月31日（木） ■■所三重県社会福祉会館

（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６月２日〜７
月６日に、三重県社会福祉協議会（緯059－
227－5160 胃059－222－0170）へ
◆ＮＰＯ俳句みえ スクーリング生募集
■■■時①初のぼり 毎月第１木曜日 ９：30〜11：
30 ②若葉 毎月第１木曜日 13：30〜15：
30 ③あかやしお 毎月第２土曜日 13：30
〜15：30 ④くすの木 毎月第３木曜日 ９：
30〜11：30 ⑤みなと 毎月第３木曜日
13：30〜15：30 ⑥木の葉 毎月第４土曜
日 ９：30〜11：30 ■■所文化会館 ■■料４カ月
目から700円／月 ■■申同会 仲野（緯090－
3565－4283 胃337－0212）へ
◆県立美術館ボランティア「欅の会」会員募集

けやき

■■■対18歳以上68歳以下の、健康で、月４回以上の
活動と養成講座（７月に２回開催）に参加可能
な人 ■■定20人程度 ■■申６月30日（当日消印有
効）までに、住所、名前、年齢、生年月日、電話番
号を、往復はがきで、〒514－0007 津市大谷
町11番地 三重県立美術館ボランティア｢欅
の会｣へ ■■問同会 樋口（緯059－227－2100）
◆大矢知学童保育所 指導員募集
■■■対65歳まで ■時給 800円から（昇給あり）
■■■他時間、曜日は応相談 ■■問広瀬（緯364－7232）
◆女性囲碁教室カトレヤ会 仲間募集
■■■時毎週水曜日 13：00〜15：30 ■■所四日市
囲碁センター（浜田町） ■■料3,500円／月
■■問同会 仙石（緯352－3421）、四日市囲碁セ
ンター（緯352－9009）
◆消費者被害救済のための新たな制度ができました
だまされて購入した商品代金を返してほし

いなど、個々の消費者被害を集団的に救済する
ため、｢消費者の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続の特例に関する法律｣が
平成28年10月1日に施行されました。詳しく
は裁判所ホームページ（■■■HPｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｏｕ
ｒｔｓ.ｇｏ.ｊｐ/ｓａｉｂａｎ/ｗａｄａｉ/）をご覧ください。
■■■問津地方裁判所事務局総務課（緯059－226－
4172）
◆５月29日から、法定相続情報証明制度が始まります
この制度は、提出された戸籍などの書類を基

に、法務局が法定相続人を確認し、戸籍謄本な
どに代わる公的証明書を無料で発行するもの
です。相続登記などさまざまな相続手続きで利
用できます。 ■■■問津地方法務局不動産登記部門

（緯059－228－4372）
◆電波のルールは必ず守りましょう
６月１日〜10日は、電波利用環境保護周知

啓発強化期間です。電波の利用には、原則、免
許が必要です。無線機器を使用するときは、必
ず｢技適マーク｣の確認をしてください。外国規
格の無線機器は、国内では使用できません。
■■■問総務省東海総合通信局（不法無線局の相談緯
052－971－9107 テレビなどの受信障害相
談緯052－971－9648）
◆労働保険の年度更新はお早めに
労働保険料（平成28年度確定・29年度概算）

の申告・納付は、６月１日（木）〜７月10日（月）に、
忘れずに手続きしましょう。なお、三重労働局
では、年度更新集合受付会を開催します。
■■■時７月６日（木）・７日（金）・10日（月） ９：00〜
16：00 ■■所四日市労働基準監督署ほか
■■問三重労働局総務部労働保険徴収室（緯059－
226－2100）
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公共下水道などへの切り替えや建
物解体などに伴い浄化槽を撤去する
場合、事前に浄化槽内の汚水・汚泥
の処理を一般廃棄物収集運搬許可業
者に依頼してください。無許可業者
への依頼、水路などへの排出は、不
法投棄となり、法律により罰せられ
ます。
なお、浄化槽を廃止した場合は、

30日以内に「浄化槽使用廃止届」を
生活排水課へ提出してください。

適正な維持管理をしている個人の
住宅の合併処理浄化槽に対して、維
持管理費の補助を行っています。

■補助額

■申請方法
一般財団法人三重県水質検査セン

ターの法定検査（浄化槽法第11条）
の案内に「四日市市浄化槽維持管理
事業補助制度のご案内」が同封され
ていますので、法定検査を受検して
ください。
受検結果が「適正」、または「おお

むね適正」の住宅が補助対象です。
詳しくは、上下水道局のホームペー
ジ（■■■HPｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉ
ｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ/~ｙｋ-ｗａｔｅｒ/ｉｎｄｅｘ.
ｓｈｔｍｌ）をご覧ください。

法定検査の案内は下記のような封
筒でご自宅に
届きます。

６月30日は市民税・県民税（第１
期）の納期限です。納期限までに納
付してください。コンビニエンスス
トアでも納付できます。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（納付書同封）は６月

９日に発送する予定です。
◆納付書の様式について
納付書は、納期ごとの単票になっ

ています。二重納付を防止するため、
全期一括納付の納付書はありませ
ん。１年分を一括で納めていただく場
合は全ての納付書をご使用ください。
◆納付の際にご注意ください
期別と納期限をよくお確かめの

上、納めていただく納付書だけを納
付窓口へお出しください。→ →

私たちの生活にとって、水は欠かすことのできないものです。食事や歯磨き、洗濯、風呂など、
あらゆる場面で必要となる水は蛇口をひねるだけでいつでも使うことができます。
四日市の水道水の多くは、鈴鹿山麓からの自然の恵みである良質な地下水を用いています。しか
し、水は無限にあるわけではありません。この機会に
水の大切さを見直してみませんか。

上下水道局総務課（緯354-8350 胃354-8249）

「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」
水道水の大切さを見直そう ６月１日〜７日は水道週間です

６月４日はボクも
ララスクエアへ遊びに行くよ！

○水道週間のイベント

浄化槽を撤去する場合のお願い
生活排水課（緯354-8402 胃354-8375）

浄化槽の維持管理の補助金を
ご存じですか

生活排水課（緯354-8402 胃354-8375）

補助額人槽
11,000円５～６人槽
14,000円７～９人槽
17,000円10～50人槽

平成29年度市民税・県民税
（第１期）の納期のお知らせ
収納推進課（緯354-8141 胃354-8309）

※イベント参加者には、四日市のおいしい天然水｢泗水の里｣などの景品をプレゼントします

■■■内■■■所■■■時
水質試験室を公開し水の分析方法や分析機器の説明
■■■申事前に同室（緯354−8368）へ

施設見学

水質管理室（上下水
道局水質管理室棟）10：00～

16：00

６月１日（木）～

７日（水）

※３日（土）、
４日（日）を
除く

水源井戸などの見学
■■■申事前に同センター（緯352−9568）へ

水源管理センター
（尾平町）

水道事業を紹介する「四日市の水道探検」ＤＶＤの貸
し出し事業紹介ＤＶＤ貸し出し上下水道局施設課

（上下水道局３階）
：009～

17：00
10：00／12：00／14：00
の各時間に、四日市生まれの天然水「泗水の里」を先
着200人にプレゼントします（１人１本限り）

泗水の里プレゼント
ララスクエア
四日市店
（安島一丁目）

10：00～

15：00
６月４日（日） 水が徐々にきれいになっていく様子をろ過実験で紹介キレイなお水大作戦

水道水と「泗水の里」のほか、市販のペットボトルの
水で飲み比べと水の成分説明

どれがあなたの好み？
水の飲みくらべ



消防本部では６月を危険物安全管
理強調月間とし、危険物に
よる火災や事故を防ぐため
の運動を展開しています。
■ガソリンの貯蔵・取り扱い
ガソリンは、自動車・農業機械機

具・発電機などの燃料に使用され、
私たちの生活には欠かせない非常に
身近なものとなっています。しかし、
ガソリンの蒸気は目に見えず、その
引火点はマイナス40℃ 程度と非常
に低く、静電気などでも容易に引火
します。そのため、取り扱いを間違
えると事故につながることを忘れて
はいけません。ガソリン使用時は以
下の点に注意しましょう。
・ガソリンに静電気が蓄積しないよ

う、消防法令に適合した金属製容
器（ガソリン携行缶）で貯蔵・取
り扱いを行うこと

・ガソリン携行缶は、直射日光の当
たる場所や高温の場所に置かない
こと

・ガソリン携行缶のふたを開ける前
に、エア抜きを行うこと

・ガソリン携行缶を取り扱う場合は、
周囲の安全確認と発電機などのエ
ンジン停止を徹底すること

現在、「児童手当・特例給付」を受
給中の人には、６月上旬に「児童手
当・特例給付現況届」をお送りしま
すので、６月30日（金）までに提出し
てください。この届けは、児童手当
を引き続き受給する要件があるかど
うかを確認するためのものです。提
出がないと、６月分以降の手当が受
けられなくなりますのでご注意くだ

さい。
■届けに必要なもの
●手当を受けている人が厚生年金
などの被用者年金に加入してい
る場合は、健康保険被保険者証
の写し、または年金加入証明書

●平成29年１月２日以降に、四日
市市に転入した人は、平成29年
度（平成28年分）所得・課税証
明書。所得・課税証明書は、平
成29年１月１日現在住んでい
た市区町村役場から取り寄せて
ください

■提出する場所
こども保健福祉課（総合会館３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

■■■対研究テーマへの見識を深めるため
に海外留学を行う本市に住民登録
をしている人かその子どもで、大
学か大学院で物理・化学・工学な
どを学ぶ学生、または、これらの

学問を学んだ未就職の卒業生
■■定１人
■奨学金額 月額10万円
（返還の義務はありません）
■支給期間 海外留学の期間中（２
年間を上限とする）
■選考方法 書類審査および面接
■■申６月26日までに、教育総務課（市
役所９階）にある所定の願書・推
薦書に、小論文と必要書類を添え
て、同課へ

No.1477 平成29（2017）年5月下旬号

暮
ら
し
の
情
報

募

集

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト・講
座

保
健
だ
よ
り

19

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 6/16・21Ａ

6/1・8・15・22Ｂ 6/26Ｃ
6/13Ｄ 6/20Ｆ

卓球 6/27Ａ 6/9Ｄ
6/2・28Ｆ

バスケットボール 6/14・23Ｃ 6/27Ｅ
バレー・ソフトバレーボール 6/6・29Ｄ 6/21Ｅ
中央緑地第2体育館（緯345−4111）
バドミントン 6/7・12・19・27Ｂ

6/29Ｄ 6/9・23・28Ｅ
卓球 6/1・5・6・8・13・15・20・22Ｂ

6/30Ｃ
6/16・21・26Ｅ

バレー・ソフトバレーボール 6/2・14Ｅ
四日市ドーム（緯330−3131）
グラウンドゴルフ 6/28Ｄ
あさけプラザ体育館（緯363−0123）
バドミントン・卓球 6/3・10・17・24

（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
６月４・５・６・19・20・21日
場外販売
６月３・４・５・６・８・９・10・11・○15・
○16・○17・○18・19・20・21・○22・○23・
○24・○25・○26・○27・29・30日

（○数字は昼間場外・ナイター場外併売）

海外留学（理科系学問研究）
をする人のための奨学金
教育総務課（緯354-8236 胃354-8308）

→

●５月27日（土）・28日（日）
ご当地キャラクターフェステ
ィバルｉｎすみだ2017
（東京都墨田区）
●６月10日（土）
四日市ＳＴＹＬＥ2017
ｉｎ名古屋
（アスナル金山）
●６月11日（日）
キャラクターフェスティバルin
モリコロパーク（長久手市）

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）

→

児童手当・特例給付の現況届
の提出は６月30日（金）まで

こども保健福祉課
（緯354-8083 胃354-8061）

｢あなたなら 無事故の
着地決められる！｣

６月は危険物安全管理強調月間です
予防保安課（緯356-2010 胃356-2041）



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26日７月９日（日）

9：30～12：00

出産予定日が10月２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

７月 ４日(火）
７月21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 ７月11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

６月23日

７月21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

７月18日（火）・25日（火）
10：00からのみ

７月28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

６月26日（月）
9：30～11：00乳幼児育児相談

６月５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、市ホームページをご覧ください

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９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（７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 同時配布物「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

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

６月22日（木）あさけプラザ16（日）7
７月10日（月）なやプラザ５（土）8

※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

６月12日（月）
あさけが丘中央集会所（注１）11（火）

7

八郷地区市民センター12（水）～14（金）

６月22日（木）
大矢知地区市民センター19（水）～21（金）

なやプラザ22（土）
ヘルスプラザ23（日）

６月26日（月）

富田地区市民センター（注２）25（火）
富田地区市民センター（注３）26（水）
富田地区市民センター（注２）27（木）
富田地区市民センター（注３）28（金）

７月10日（月）小山田地区市民センター４（金）8
（注１）胃がん、大腸がん検診のみ実施 （注２）乳がん検診のみ実施
（注３）胃がん、大腸がん、子宮頸がん検診のみ実施

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。
７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

9：00～11：30
あさけプラザ２（日）

7

13：00～15：00

9：00～11：30
楠地区市民センター３（月）

13：00～15：00

9：30～11：30
四郷地区市民センター４（火）

13：00～15：00

9：00～10：00尾平町集落センター

６（木） 11：00～11：30寺方一区公会所

13：00～15：00神前地区市民センター

9：00～11：30
ヘルスプラザ23（日）

13：00～15：00

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）
６月８日（木）13：00～16：00
６月23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
６月７日・14日・21日・28日（いずれも水曜日） 13：00～15：00
６月７日〈検査普及週間のため、検査増設〉 17：30～19：00
６月28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
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６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

1（木）・ 8（木）・15（木）・
22（木）・29（木）弁護士相談 ※3
5（月）・12（月）・
19（月）・26（月）司法書士相談 ※3※4
6（火）・20（火）行政書士相談 ※5

予約制6人21（水）社会保険労務士相談 ※6
13：00～15：00予約制4人13（火）公証相談 ※7
午前と13：00～15：45月～金曜日354－8155交通事故相談 ※8
13：00～15：009（金）・23（金）354－8206建築相談（市民向け）

市役所４階建築指導課午後7（水）・21（水）建築相談（専門家向け）

市役所２階収納推進課10：00～16：0025（日）
354－8140
354－8143日曜市税納付相談
354－8160日曜国保納付相談

三重地区市民センター
（６月のみ）

※9 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午後20（火）354－8153行政相談 ※9

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５階診察室・乳幼児指導室13：00～15：0020（火）（要予約）354－8278幼児のアレルギー健康相談
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 18：30～20：307（水）・14（水）・21（水）・28（水）
13：00～15：0024（土）354－1070男性のための電話相談
15：00～19：0010（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） 16：00～20：0024（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

13：00～16：0028（水）（要予約）外国人のための法律相談
18（日）（要予約）出入国・在留手続き相談

→ →

皆さんは困り事を抱えていると
き、どうしますか。困ったときに身
近に相談できる人がいることは、と
ても心強いでしょう。話すという行
為によって、自分の心を整理したり、
気持ちを楽にしたりすることができ
ます。しかし、相談しづらい内容で
あったり、相談相手がいなかったり
することがあるかもしれません。ま
た、相談をされて、どのように応え
たらいいか分からないこともあると
思います。

【周りに相談できないときは】
本市では、このページ下の表にあ

るような多くの相談窓口を設けてい

ます。それぞれの窓口には相談員を
配置し、さまざまな悩みの解決に向
けたお手伝いをしています。
例えば、日常生活での不当な差別

や隣人・家族関係などの人権問題に
ついては、人権センターで相談に応
じています。
また、地域においては、福祉に関

しては民生委員、子どもに関しては
児童委員、人権に関しては人権擁護
委員など、さまざまな立場の人が相
談に応じています。
このように、皆さんの周りには困

り事を相談できる場所や人がいま
す。困り事があるときは、一人で抱

え込まずに相談してみませんか。話
すだけでも気持ちが軽くなることも
あります。また、周りで困っている
人がいたら、相談窓口を紹介してあ
げてください。

■問い合わせ先
人権センター

（緯354－8609 胃354－8611）

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＝

「一人で抱え込まず
相談してみませんか」

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 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

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

平成29（2017）年４月末日現在の人口は、６月上旬号裏表紙に掲載します。

※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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市役所
１階
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