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おかげさまで開館25周年

■所在地　〒510-0075　安島一丁目3-16　そらんぽ四日市
　　　　　［2階］四日市公害と環境未来館　［3階］博物館常設展
　　　　　［4階］特別展示室　［5階］プラネタリウム
■開館時間　9:30～17:00　　
■休館日　月曜日（祝日の場合はその翌平日）　※10月8日（月）は開館
■電話・FAX（博物館）　☎ 355-2700（代表）　FAX 355-2704
■ホームページ　http://www.city.yokkaichi.mie.jp/museum/　
※博物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

●地デジ12ch（CTY）
●10月11日（木）～20日（土）に放送
　月・水・金・日曜日　9:30、20:30
　火・木・土曜日　12:30、20:30

市立博物館・
フラネタリウム
市立博物館・
フラネタリウム

おかげさまで開館25周年
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昭和63年
平成3年1月

平成5年3月
平成5年10月
平成5年11月

平成5年11月
平成8年7月
平成14年7月
平成15年6月
平成18年12月
平成21年7月
平成22年12月
平成24年8月
平成25年4月
平成26年5月
平成27年3月

平成30年8月
　

平成30年11月

四日市市立博物館基本構想策定委員会が発足

四日市市立博物館　起工式

博物館・プラネタリウム建設工事竣工

皇太子同妃両殿下ご来館

四日市市立博物館・プラネタリウム開館

開館記念特別展「鯨・勇魚・くじら クジラをめぐる民俗文化史」

移動天文車「きらら号」導入

観覧者数100万人突破

開館10周年記念「はにわ　形と心」開催

丹羽文雄記念室オープン。常設展を全面無料化。特別展・企画展を中学生以下無料化

世界天文年関連事業「日食観望会」実施

小惑星探査機「はやぶさ帰還カプセル展示」開催

観覧者数200万人突破

開館20周年記念「しんきろう～四日市鳥瞰図～」開催

リニューアル工事のため休館

リニューアルオープン

リニューアル後の常設展、
観覧者20万人達成

開館25周年

常設展は地質時代から現代まで六つのテーマに分けられ、四日市市を含む北勢地域の歴史
について紹介。地学資料・考古資料や史料だけでなく、ジオラマを多用した展示が特徴で、プ
ラネタリウムを併設していることも特徴的でした。

新たに四日市公害と環境未来館が
開設され、博物館・プラネタリウムも
装いが大きく変わりました。

ちょうかん ず
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「博物館はいつ行っても同じでしょう」「一度行けばもう十分」…そう思っていませんか。
市立博物館では、ボランティアによる解説や各種催しなどを随時行っています。
何回来ても新たな発見がある、博物館の楽しみ方を紹介します。

　表舞台の裏側を
知ってから歩いてみ
ると、より深く楽しめ
るかもしれません。

何度来
ても

新しい

博物館
の

裏側

博物館の 　しみ方楽楽

水先案内人は緑の法被が目印。タイムスリップ気分で写真撮影もOK

常設展
「時空街道」

原始・古代から江戸時代までの四日市のあゆみ
を、原寸大の展示で再現しています。

季節によって
マイナーチェンジ

時空街道の展示は、竪穴
住居の食事内容が季節に
応じて変わったり、まんじゅう
屋がはまぐり屋に変わったり
します。

楽しく学んでもらえるよう、私たちボランティ
アが時空街道を案内します。この常設展には
説明書きがないので、お客さん自身に考えて
もらうお手伝いをします。原寸大で建物や人
形などが再現されていて、展示物を触っても
記念写真を撮ってもOKという博物館はなか
なか他にありません。市外からのお客さんも多
く、「四日市にはこんな博物館があっていい
な」と言ってくれます。敷居の低いフレンドリー
な博物館なので気軽に来てほしいですね。

博物館ボランティア
森美喜男さん（左）
佐橋英彦さん（右）

実は…

11

実は…

33

収蔵する前に必ず入れる秘密の部屋
大切な資料を守るため、収蔵する前に燻蒸庫

に入れて薬剤を浸透させます。薬剤には、害虫
駆除や防カビ・殺菌の効果があります。

実は…

２２ くんじょう こ

（狂歌入東海道）
東海道五十三次
桑名・富田立場之図色絵窓龍文盛盞瓶 福助土瓶

眠り猫

東海道五十三次之内
四日市三重川

りゅうもんせいさんびん

収蔵庫には四日市の宝が

はっ ぴ
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常設展「丹羽文雄記念室」

学習支援展示・特別陳列

文学の世界にどっぷり浸る

各種講座
など

個性豊かな企画が毎月ぞくぞく登場。子どもも大人も楽しく学べる

親子でアート作品を作るワークショップや、展示と関連した工作
などを行う講座、まちなかに飛び出すフィールドワーク、古文書を
学ぶ講座など、年間を通じてさまざまな講座を開催しています。

見落としがちだけれど、ココにも注目

四日市市出身で文化勲章を受章した作家、丹
羽文雄を紹介していま
す。展示室には当時の
応接間が再現されてお
り、記念室語り部の解説
を聞くこともできます。

学芸員の仕事は、資料の収集・保存・研究・展示が柱となって
います。収集しているのは四日市に縁があるもので、市民の皆さ
んからの寄贈も多いです。集まった資料について、いつどこで使
われていたものなのかといったことを調べます。そうやって大切
に保存してきた資料を皆さんに見てもらう場が企画展で、企画
から展示の仕方、チラシのデザインまで、職員が考えて形にして
いきます。
実際に資料が残っていることで、情報が後世に引き継が

れていきます。「四日市ってどんなまちなのだろう」と思ったと
き、博物館の存在を思い出してもらえるとうれしいですね。

市立博物館 学芸員 千田佑香
ち だ ゆ か

企画展
・
特別展

一期一会の出会い。チャンスは今しかない

市立博物館が所蔵する
逸品を中心にテーマに
沿って展示するオリジナル
企画（企画展）や、全国を
巡る展覧会（特別展）など
を開催しています。

萬古焼の歴史と優れた
芸術性を紹介した企画
展。実際に萬古焼に触れ
て作品調査を体験する講
座も行われました。

次に萬古焼
を見るときは、
いろいろなと
ころに注目し
て見てみたい
と思いました。

■前回の企画展
「ばんこやき再発見！―受け継がれた萬古不易の心―」

参加者
の声

ばんこ ふ えき

裏側で仕事を体験
博物館の役割を深く学ぶ

きっかけになればという思い
から、中学・高校生の職業体
験や、学芸員の資格取得を
目指す大学生の博物館実習
を受け入れています。

▲企画展のレイアウトを考える実習生

博物館・プラネタリウム

はく り
時空街道の奥にたたず

む「展覧処 白里亭」では、
館蔵品や学習に役立つ貴
重な資料などを定期的に入
れ替えて展示しています。

どころ

ゆかり
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プラネタリウ
ムの

裏側

　世界一多くの星を投映できる投映機に、高精細な映像を映せる8Kプロジェクター、
臨場感を演出する音響設備。いつでも快適な空間で、満天の星空に出会えます。
　また、日本に数台しかない“動く天文台”「きらら号」で本物の空を観察する観望会
や各種講座など、気軽に天文に触れられる機会をご用意しています。

星の数

世界一
フラネタリウムフラネタリウム

私たち天文ボランティアは、博物館が主催する観望会やコズミックスクー
ルなどの天文事業をサポートしています。また、自主的な活動として、タイム
リーな天文現象を分かりやすく解説するガリレオ教室や、折り紙など簡単な
工作で小さな子でも楽しめるボランティア工房を毎月開催しています。
観望会では、「すごい。本当に見えるんだ」と感動する様子を見るとうれ

しくなります。難しいことを考えずにまず見てもらい、天文を通じて自然科学
に関心を持ってもらえると良いですね。
天文の分野は大人でも難しいので、ガリレオ教室ではいすに座ってじっと
聞くのではなく、クイズや実験といった体験をできる限り取り入れるなど、動
きを入れるように工夫しています。「ここに来たら面白いものに出会える」と
思ってもらえるようにしていきたいですね。天文ボランティア  鈴木孝典さん

季節の星空番組は、職員の手作り
星空番組は職員がシナリオを考え、番組を制作

していきます。秋は一般番組「南極ふしぎ探検」も
オリジナルで、職員が45分間生解説をします。

実は…

11

毎日ちょっとずつ内容が違います
どの番組にも職員がその日の星空を生解説する
コーナーが付いています。星空番組「12の星もの

がたり」では観覧者の誕生日の星空も映します。

実は…

22

毎月第2日曜日 ①11:00
②14:00（各回20分）
5階 コズミックラウンジ

ガリレオ教室
時

所

毎月第4土曜日ほか
市民公園（博物館前）ほか

観望会
時
所

市立博物館
伊藤達郎

　先日実際に流星群を見たの
で、流れ星というテーマに興
味を持ちました。実験にも参加
して面白かったです。

　きらら号では木星のしま
模様が見えました。他の望
遠鏡でも火星、木星、土星、
月を見ることができました。

★子ども会や地区の行事などで
「きらら号」を使った星空観察会
を行うことも可能です

たつ お
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　広報よっかいち下旬号「そらんぽ通信」や市立博物館ホームページでイベント情報
をチェックして、ぜひ遊びに来てください。

イベント情報イベント情報

10月21日（日） 19:00～21:00
伊坂ダムサイクルパーク管理事務所前
秋を代表する流星群のオリオン座流星群と、栗
名月（十三夜の月）を観察します
無料
天候不良時は中止。きらら号は出動しません

＋αプラス アルファ

オリオン座流星群と栗名月観望会

時
所
内

料
他

土曜日（一部除く）は夜間特別投映（18:30～
19:15）も行います。秋番組は「君と見る流れ星 
starring 秦基博」です。

プラネタリウム秋番組

10月27日（土） 18:00～19:30
市民公園（博物館前）
見頃の惑星「火星」と秋の四辺形（ペガススの
四辺形）を観察します
無料
天候不良時は中止

きらら号スターウオッチング
「火星と秋の四辺形をさがそう」

時
所
内

料
他

2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展

時
所
内

料

10月21日（日） 13:30～15:00   
じばさん三重6階　ホール
史実から見えてくる歴史上の人
物像や歴史を、日常生活や仕
事へどう活用していくかなど、
楽しく分かりやすい講演です
歴史家・作家　加来耕三さん
200人　　  無料（要整理券）
無料。整理券150枚（10月2日～20日に、博物
館1階総合受付で配布。1人につき2枚まで）。
当日席（50席）あり

開館25周年記念講演会
「歴史に学び、未来を読む」

時
所
内

定 料
師

他① 一般番組 ② ファミリー番組 ③ 星空番組

時間 10:15
～11:00

11:30
～12:15

13:15
～14:00

14:30
～15:15

15:45
～16:30

平日 ① ③学校団体利用
土日祝 ① ② ② ① ③

か く

©Nintendo Creatures
GAME FREAK TV Tokyo
ShoPro JR Kikaku ©Pokémon

ミュージアムショップも
覗いてみよう

ミュージアムショップも
覗いてみよう

10月 

開催

ファイルバッグ
（各250円）

丸形・切り抜き
ポストカード（各154円）

浮世絵すごろく
（823円）

和三盆（650円） 風呂敷（540円から）

博物館・プラネタリウム

～オリジナル商品～

10月28日（日）まで
4階　特別展示室
入選作品全385点が大集合。
出来立ての原画をお楽しみく
ださい。　
一般700円、高校・大学生
500円、中学生以下無料

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は
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断酒

気軽にご相談ください
当院では、一般的な精神科で行っている診療のほ

かに、アルコール依存症の人を対象に院内の自助グ
ループをつくっていて、週に1回断酒会などの人を呼
んで、ミーティングを行っています。初めて受診した人
はアルコール依存症に対して罪悪感を持っているこ

ともあるので、お酒を飲んだこ
とをあまり責めず、お話を聞か
せていただいています。11月
14日に総合会館で「アルコー
ル関連問題の相談」を行いま
す。本人が行きたがらない場合
は家族の人だけでも結構です
ので、誰でも遠慮せず気軽に
来てください。

日時：１１月１４日（水）　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００
場所：総合会館７階　相談室
※１１月９日までに予約が必要です。保健予防課までご連絡ください

専門医療機関にお話を伺いました

総合心療センターひなが
診療部医師
近藤康史さん

人対人の治療
精神科で対応する他の病気

は薬が重要なのですが、アル
コール依存症は、人対人で自身
の飲酒の問題と向き合って、正
直に語り合うことで治療が進み
ます。いわば、人が人の中で回
復していく病気なのです。
お酒をやめることで自分の
人生を取り戻して、今をすごく楽しんでいる人が大
勢います。当院に来ていただいたり、断酒会に参加
していただいたりすることで、そういう人たちと触れ
合って、「こうやって人生を取り戻しているんだ」「ア
ルコール依存症は回復可能なんだ」と知ってもらい
たいです。

総合心療センターひなが
看護部師長　
毛利恵理さん

アルコール依存症とは、意志の弱さや性格によるものではなく、脳の変化によって
自分で飲酒をコントロールできなくなった状態をいいます。多量飲酒を続けると、が
んや消化器疾患、脳卒中、精神の行動の障害など、全身に影響を及ぼすだけでな
く、家族や職業生活にも深刻な問題を招くことがあります。自分のため、そして周り
の人のため、アルコール依存症という病気について今一度考えてみませんか。

アルコール依存症とは、意志の弱さや性格によるものではなく、脳の変化によって
自分で飲酒をコントロールできなくなった状態をいいます。多量飲酒を続けると、が
んや消化器疾患、脳卒中、精神の行動の障害など、全身に影響を及ぼすだけでな
く、家族や職業生活にも深刻な問題を招くことがあります。自分のため、そして周り
の人のため、アルコール依存症という病気について今一度考えてみませんか。

精神科医によるアルコール関連問題の相談

11月10日～16日は
「アルコール関連問題啓発週間」です

「アルコール依存症」「アルコール依存症」
じゃないですか？じゃないですか？

それそれ

●この記事についてのお問い合わせ・ご意見は 保健予防課　☎352-0596　FAX351-3304

四日市市では全国に先駆けて「四日市アル
コールと健康を考えるネットワーク」を立ち上
げ、多機関でアルコール問題に取り組んでいま
す。アルコール依存症は否認の病とも言われ、
受診を拒否することも少なくありません。家族
や周囲の人が依存症かもしれないと感じたとき
は、一人で抱え込まず、まずは専門医や保健
所、関係機関に相談してください。

飲酒によるトラブルで
困っている人はいませんか？

アルコール依存症の人を支える輪

8 No.1510　平成30（2018）年10月上旬号
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プラス

警察

消防

医療機関 介護事業所

薬局

本人・家族

断酒会など
自助グループ

自治体

職場の保健担当



ロサンゼルス市
ロングビーチ市

面積：134.7k㎡
（四日市市の約3分の2の大きさ）
人口：47万人
（四日市市の約1.5倍）

面積：134.7k㎡
（四日市市の約3分の2の大きさ）
人口：47万人
（四日市市の約1.5倍）

国際交流で広がる友好の輪

四日市市と米国ロングビーチ市は、「港を中心とした商工業都市である」「すでに
都市提携していた名古屋市とロサンゼルス市に対して、位置関係が類似する」
など、都市としての性格がよく似ていたことから、1963年10月7日に姉妹都市提
携を締結しました。これまでに両市が行ってきた交流や、姉妹都市提携55周年を
迎えるに当たって8月に実施した記念事業について紹介します。

1 交換学生・教師「トリオ」
１９６５年から隔年で

高校生２人と教師１人を夏期に
約３週間、相互に派遣し、ホーム
ステイをしながらお互いの文化
を学ぶとともに、市民レベルの交
流を行っています。

英語指導員（YEF）
１９８６年から毎年、

英語指導員を迎え、市内中学
校における英語教育や小学
校・幼稚園での国際理解の推
進を図っています。

2

医療交流
２００２年から市立四

日市病院の医師をロングビーチ
市内の病院に派遣しています。
高度先端医療を学ぶことで、市
立四日市病院の医療レベル向
上につなげていきます。

地球環境塾
２００８年から毎年、

ロングビーチ市・天津市・本市
の高校生が、本市で共同生活
をしながら環境問題などについ
て意見交換し、相互理解を深
めています。

43

これまでの交流

約９，1００km
（約10時間）

四日市市

ロングビーチ市

覚書の締結 記念式典・レセプション

市長や議長をはじめとする市関係者による公式訪米団と、過去にロン
グビーチ市からの交換学生・教師（通称：トリオ）を受け入れたホストファ
ミリーによる市民訪米団が、８月上旬にロングビーチ市を訪問しました。
滞在中には、ロングビーチ-四日市姉妹都市協会関係者の案内のも

と、ロングビーチ港の視察や、邦船会社での情報交換、カリフォルニア州
立大学ロングビーチ校内の日本庭園での記念植樹などを行いました。
記念式典・レセプションには、ロングビーチ市長や在ロサンゼルス日本

国総領事のほか、過去に本市との交流に関わったロングビーチ市の皆
さんも参加し、友好を深めました。
また、これまでの交流内容の確認と今後の交流に向けた覚書を締結

するなど、より一層の連携強化を約束しました。

姉妹都市提携５５周年記念事業で
訪米団がロングビーチ市を訪問

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は

9

プラスプラス
姉妹都市提携55周年・米国ロングビーチ市姉妹都市提携55周年・米国ロングビーチ市

秘書国際課　☎354-8097　FAX354-3970
No.1510　平成30（2018）年10月上旬号
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→

■ＥＳＤの考え方を広めたい
「環境教育ネクストステップ研究会」は、“ＥＳＤ”（持
続可能な社会づくりのための教育）と“協働”の推進を
図ろうとする団体です。環境教育という言葉は、日本で
は浸透しておらず、非常に狭い意味で捉えられています
が、世界では、「環境教育の目的は持続可能な社会をつ
くること」と明言されています。この考え方を共有する
仲間とともに、さらなる普及を目指したいと考え、会を
立ち上げました。

■教員だったことを生かして
もともと教員だった私は、教育の視点からESDを進
めてきました。答えのない課題に直面したときにどう解
決するかを皆で考えるというトレーニングを若い頃から
することで、持続可能な社会を形成できる人材を生み出
すことができると考えます。これまでに、学校の先生や
教育委員会と環境教育の進め方を話し合い、現在、学校
で使用されている教材にＥ
ＳＤの視点を取り入れる手
法を提案し、研修会を重ね
てきました。今年度は実践
推進校ができ、ESDの視
点に立った学習指導が取り
入れられています。

■人と人をつなぐ
環境学習では、学びが行動に結びつくことが大切です
が、そのためには多様な課題意識を持つ人たちとつなが
る必要があります。そこで重要になるのが、つなぎ役を
果たすコーディネーターです。市（市民協働安全課）でも
その必要性を感じられており、課題意識を持った人にコ
ーディネートの技術を学ん
でもらう、実践型の養成講
座を企画しました。そこか
ら、協働の手法で課題解決
に向けた取り組みを始めた
人が生まれてきています。

■持続可能なまち・四日市
現代社会は、少子高齢化が急速に進んでおり、予測不
可能な災害が発生するなど、今までどおりに発展するの
は難しいと考えられています。現代を生きる人は、自分
たちだけの幸せを考えるのではなく、次世代の人たちに
も豊かな環境を残しておかなければなりません。四日市
は豊かな自然と文化、産業に恵まれた地域です。それに
気付き、できる限り地域の中で、モノもカネも循環し、
自然環境の許す範囲内で豊かに生きるコンパクトなまち
を新たに創造していく。それが目指すべき「持続可能な
まち・四日市」の姿なのだと思います。

老若男女、各分野で活躍するさ
まざまな「四日市人」を取材して、
その人の言葉で四日市の魅力な
どをお伝えするコーナーです。

■ＣＴＹ「ちゃんねるよっかいち」
でも紹介します。

　日時：10月１日～31日
　月水金日　９：30、20：30
　火木土　  12：30、20：30
■ＣＴＹ－ＦＭで毎月第２・第４日曜
日放送の「よっかいちわいわい
人探訪！」でも紹介します。

　日時：10月14日・28日
　　　　８：54、14：54　

　寺田卓二さん　
　環境教育ネクストステップ研究会の代表を務め、市民協働の促進につな
がるさまざまな取り組みを実践されている寺田さんに、これまでの活動か
ら見えた持続可能なまち・四日市とは何かを語っていただきました。

小学校での教員研修

協働コーディネーター養成講座

Vol.68
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→

あなたも解説員ボランティア！
水色のジャケット姿の解説員をご
存じでしょうか。四日市公害と環境
未来館では、土日、祝休日などに館
内の展示を案内する解説員の皆さん
が活躍しています。

今年度も、解説員になるための養
成講座を開講します。11月から始ま
る全７回の講座では、四日市公害裁
判の原告や弁護士、コンビナート企
業ＯＢなど、多彩な関係者が講師を
務めます。また、他の大気汚染を経
験した地域へのバスによる現地研修
もあります。公害の歴史、そして今
ある環境の大切さが分かる充実した
講座内容です。
養成講座を修了した人は、来年４
月から解説員として実際に活動して
いただきます。小・中学校の社会科
見学や一般来館者への案内など、幅

広い年齢層を相手に不安もあるかも
しれませんが、先輩解説員や職員が
きちんとサポートしますので、安心
して解説員活動をスタートできます。
養成講座は18歳以上の人が対象
で、市外在住でもご応募いただけま
す。詳しい募集要項や講座の予定な
どは、広報よっかいち10月下旬号
に掲載します。興味のある人は、ぜ
ひご参加ください。

「博物館」「プラネタリウム」「四日市公害と環境未来館」の見どころなどを紹介します。
　開 館 時 間　９：30～17：00（展覧会への入場は16：30まで）
　10月の休館日　１日（月）・９日（火）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
　11月の休館日　５日・12日・19日・26日（いずれも月曜日）
　　　　※10月８日（祝）は開館します。

四日市公害と環境未来館
（☎︎354−8065　FAX329−5792）

問い合わせ先

１回だけのつもりが定期購入
だった！？

【相談事例】
スマートフォンで、健康のための

サプリメントが500円で購入できる
という広告を見て申し込み、商品を
受け取った。最近再び同じ商品が届
き、6,000円の請求書が入っていた。
販売業者に確認したら、４回以上の
購入が条件の定期購入の契約だと言
われた。

【アドバイス】
商品を注文する前に、契約条件を
よく確認しましょう。
①注文の最終確認画面などで「定期
購入が条件となっていないか」な
ど、契約内容を詳細まで読みまし
ょう
②「解約・返品できるかどうか」な
ど、解約条件をしっかり確認しま
しょう
③通信販売にはクーリング・オフは
適用されません。値段が安い、お
得だなどと思ってもすぐに申し込
まず、冷静になって慎重に検討し
ましょう

困ったらすぐにご相談を！
少しでもお困りの場合は、下記の
窓口までお早め
にお問い合わせ
ください。

→

■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室
☎︎354−8147　FAX354−8452

■契約トラブルに関するご相談は
相談専用電話　☎354－8264
受付日時　月～金曜日

（祝日・年末年始を除く）
９：00～12：00、13：00～16：00

→

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に安心し
て消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。

 第10回 

第31回
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地域づくりマイスター養成講座で
「ツナガル」

市民活動・市民協働を理解し携わ
る人材の育成を目的に、平成21年
度以降、継続的に実施してきた「地
域づくりマイスター養成講座」。今
回は、この講座を修了した地域づく
りマイスターの皆さんと地域が「ツ
ナガル」事例をご紹介します。

地域密着で「ツナガル」
地域づくりマイスターの皆さんは、

それまでに培ったさまざまな経験と

この講座で学んだ知識を生かし、そ
れぞれの地域においてまちづくり活
動を実践しています。例えば、市民
主体の地域づくりを推進する、地区
市民センターの地域マネージャーに
就いたり、自治会や自主防犯団体で
活躍したりする人も大勢います。

これからも「ツナガル」
一方、今年度の地域づくりマイス

ター養成講座では、これまで少なか
った女性や大学生の参加者が増え、
活気あふれる場となっています。「身
の回りにある地域課題を解決した
い」などの熱い思いを持った参加者が、
熱心な議論を繰り広げています。

今後は、延べ200人の修了生同士
が「ツナガル」、また修了生と現在
の受講生が「ツナガル」、そんな四
日市をより良くするためのネットワ
ーク構築を目指していきます。

→ →

市民活動で取り組まれている事業にスポットを当て、さまざまな主体
が「ツナガル」（連携する）実例を紹介します。

 第９回 

市民協働安全課
（☎354−8179　FAX354−8316）

問い合わせ先
地域マイスター養成講座

問政策推進課（☎354−8112　FAX354−3974　 seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp）

本市では、2018年度から2019年度
にかけ、本市の目指すべき将来像を
描き、その実現に向けた総合的かつ
計画的なまちづくりの在り方を示す

「新たな総合計画」を策定します。
計画の策定を進めるに当たり、広く
市民の皆さんに総合計画の存在を知
っていただくとともに、四日市市の
将来像やまちづくりに対する夢、さ
らには四日市の良いところを語り合
うため、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11月25日（日）　13：30～16：00
所総合会館８階　視聴覚室　ほか

内■基調講演　　師中部大学総合工
学研究所教授　林良

よし

嗣
つぐ

さん
　■ワークショップ　四日市市の将

来像やまちづくりに対する夢、本
市の良いところを語り合います

定100人程度（会場の収容人数を超
える場合は先着順）

申11月16日（必着）までに、参加申
込書に必要事項を記入の上、郵送
かファクス、Ｅメールで、〒510
−8601 政策推進課へ。申込書は、
各地区市民センターに配架のチラ
シ裏面をご利用いただくか、市ホ
ームページ（ ID1537332109236）
から入手してください→ →

みんなで四日市市の良いところや
まちづくりに対する夢を語り合お
うよ！待っているよん。

四日市市総合計画策定 キックオフシンポジウム
～ 四 日 市 の 夢 を 語 り 合 お う ～ に参加しませんか
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今年も開催！四日市サイクル・
スポーツ・フェスティバル
10月28日（日）、水沢・桜の特設
コースで「2018四日市サイクル・
スポーツ・フェスティバル（第14
回全国ジュニア自転車競技大会）」
が開催されます。2004年のアジア
自転車競技選手権大会をきっかけに
始まった四日市サイクル・スポー
ツ・フェスティバルも、今年で14
回目を迎えます。
当大会は、完全公道のレースコー

スで開催され、小・中学生にとって
「全国」と冠のつく唯一のロードレ

ース大会です。小学生を対象とした
子ども用自転車の部もあり、毎年、
全国から大勢の参加者が四日市に集
まります。

弱虫ペダルとコラボ
今年も大人気漫画「弱虫ペダル」
とのコラボを実施します。今年は、
参加者だけでなく来場者にも楽しん
でいただけるように、「弱虫ペダル」

キャラクターの等身大パネルを作成
しました。会場で、ぜひ、一緒に記
念撮影をしてください。
また、会場にキャラ
クター着用モデルのジ
ャージも展示します。
その他、参加者にはオ
リジナルノベルティの
プレゼントを予定しています。オリ
ジナルデザインの応援グッズも配布
予定ですので、市民の皆さんもぜひ、
応援にお越しください。

→ →

本市の主な施策や旬の話題を取り上げるコーナーです。今回は、四日
市サイクル・スポーツ・フェスティバルについて紹介します。

観光交流課
（☎354−8176　FAX354−8315）

問い合わせ先

御池沼沢「ザリガニ釣りで植物保護！」
（８月26日　三重地区）

植物の根を切ってしまうザリガニの駆除と、若い世代へ
の御池沼沢のＰＲを兼ねたイベントに５組の家族が参加。食
虫植物の観察の後、たこ糸と煮干しでザリガニ釣りに挑み
ました。暑さと興奮で顔を赤くした子どもたちが、真剣な
表情でたこ糸を垂らしている姿が印象的でした。

パステルカラー車両さよならセレモニー
（９月２日　あすなろう四日市駅）

パステルカラー車両の最後の１編成が最終運転を迎える
に当たり、さよならセレモニー（出発式）が行われました。
オレンジの車両は「なろうグリーン」へと生まれ変わる予定
ですが、122号車（緑色）はこの日で引退。思い出を乗せた
最終列車は、大勢の人に見守られながら出発していきました。

市内各地で開催されたイベントなどを写真と文章で紹介するコーナー
です。

　第20回　
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広報紙で動画を見よう

今月の動画

こにゅうどうくん

①右のQRコードを
　読み取って
　「まるごと四日市」の
　サイトにアクセス
②表紙の「広報よっかいち」のロゴや
下の「こにゅうどうくん」のイラストに
スマートフォンなどをかざすと動画が
見られます

※利用には無料アプリ「ぴこんず」の
インストールが必要

10月上旬号広 報

※�バックナンバーをYouTubeで
配信しています
※�番組ＤＶＤを広報マーケティング
課、市立図書館（自動車文庫を含
む）、楠交流会館図書室、あさけプ
ラザ図書館で貸し出しています

  1日（月）～10日（水） 走る小さな図書館～自動車文庫～
11日（木）～20日（土） 市立博物館　開館25周年
21日（日）～31日（水） インフルエンザ予防

「マンスリーよっかいち」（５分間）
　第１・３日曜日　８：54、14：54
…市政情報をピックアップしてお届けします

「よっかいち　わいわい人探訪！」（５分間）
　第２・４日曜日　８：54、14：54
…四日市で生き生きと活動している人の
　活動現場の声をお届けします

「ALO！ YOKKAICHI！」（５分間）
　土曜日 19：54
…ポルトガル語による市からのお知らせ

「なるほど！ 防災」（５分間）
　月曜日 17：30、木曜日 ８：30
…災害への心構えなど防災に関する
　お知らせ

「人権を確かめあう日」（５分間）
　毎月22日
　10月は、7：30、12：54、16：30、18：30

■レディオキューブ♥FM三重
FM85.0MHz（市内）

「防災よっかいち」（５分間） 木曜日 12：55
…防災に関する情報をお届けします
■東海ラジオ
AM1332kHz（市内）／FM92.9MHz

「１・２・３ 四日市メガリージョン！！」
　日曜日 19：30
…四日市を起点に、東京～名古屋～大阪を
　巻き込むメガリージョン番組

放送時間（20分間）　
　　月・水・金・日　 ９：30、20：30
　　火・木・土　　　12：30、20：30

　スマホ・タブレットで広報紙が読める！ 広報用ＳＮＳやってます！
アカウント名「よっかいち広報」

「よっかいち」
で検索

■シー・ティー・ワイ
　エフエム

市長自らが番組に出演し、
四日市市の魅力を発信します。
奇数月の毎週土曜日21：00放送

毎月第３金曜日の「旬感☆みえ」の
コーナーで市の情報を発信。
10月は、19日（金）18：00に放送します

本欄は広告であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
■人口　312,294人［８月末日現在(前年比＋351)］　■火災件数　８件［８月分(前年比＋３)］　■交通事故件数　953件［８月分］
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市ホームページ　http://www.city.yokkaichi.lg.jp

フェイスブック ツイッター
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ぼくにスマホをかざしてみてね！

◦椿岸神社獅子舞
◦中央緑地フットボール場

編編 集 後 記
　今回の表紙は、博物館の特集に
合わせてプラネタリウム（GINGA 
PORT401）で撮影しました。近未来
感あふれる通路でひときわ目を引く
JAXAの宇宙服。壁面には宇宙につ
いての解説もあり、雰囲気たっぷり
です。プラネタリウムにお越しの際

は、ぜひ、こちらも注目してください。
（服部）
　博物館の楽しみ方は人それぞれで
す。ボランティアの皆さんにじっく
り案内してもらい勉強するも良し、

「時空街道」でＳＮＳ映えする写真を
撮って楽しむも良し、プラネタリウ
ムでゆったりと癒されるも良し、イ
ベントに参加して自分磨きをするも
良し…。「社会見学以来、博物館に行
っていないなあ」という人も、これ
を機にぜひ博物館を訪れてみてくだ
さい。（久徳）
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