
ロゲイニングとは、グループで、
地図をもとに、制限時間内により多
くのチェックポイントを回り、得点
を競うオリエンテーリングに似たス
ポーツです。ここ数年で人気が高ま
っており、県内では初開催となりま
す。新緑あふれる水沢地区周辺の名
所を回って、家族の絆を深めてみま
せんか。
■■■対市内に在住、または
通学する小学生以下
の子どもを含む２〜
５人の家族

■■時６月８日（日） 開会式９：30 競
技10：00〜13：00

■■所水沢小学校
■■定80家族（先着順）
■■料中学生以上1,000円、小学生500
円、未就学児無料

■■申５月12日８：30〜30日17：15（土・
日曜日を除く）に、所定の申込書
に参加料を添えて、直接、スポー
ツ課（市役所９階）へ

災害に備えるために、家族で防災
意識を共有できるよう楽しく学んで
みませんか。
■■対市内に在住する小学３〜６年生と
その保護者で３日間とも参加でき
る人

■■定20組（応募多数の場合は抽選）
■■料無料

■■申５月９日（必着）までに、所定の
申込用紙を、郵送かファクスで、
〒510−8601 危機管理室へ

■■他申込用紙は、危機管理室（市役所
６階）、各地区市民センター、楠総
合支所で配布します

◆第１回「災害から子どもを守るた
めに」（ワークショップ）

■■時６月７日（土） ９：00〜12：00
■■所消防本部 防災センター
◆第２回「地震を知る」（地震体験車
乗車、講演）

■■時６月21日（土） ９：00〜12：00
■■所総合会館７階 第１研修室
◆第３回「施設見学」
■■時８月上旬 ９：00〜15：00
■■所陸上自衛隊久居駐屯地（津市）

本市では、３月26日に、男女がい
きいきと働き続けられる環境づくり
を推進している下記の事業所を表彰
しました。今後もなお一層のご活躍
を期待しています。

●株式会社三重銀行
（西新地７番８号：金融業、保険業）
・法律の規定を上回る育児休業期間

一定の条件を満たす場合、最大で
子どもが３歳に達するまで育児休
業を取得することが可能（法律の
規定では最大１歳６カ月まで）

・退職者の再雇用制度
出産や育児を理由に退職した従業
員が退職後に復職を望む場合に、
原則、退職時と同様の処遇で再雇
用する「育児再雇用制度」がある

・女性の管理職への登用
女性の管理職登用が進んでいる。
女性従業員551人中、部長級５人、
課長級30人、係長級13人で、過去
５年間増加し続けている

●サイバー・ネット・コミュニケー
ションズ株式会社

（栄町１番11号：情報通信業）
・柔軟な勤務形態

社員が仕事を長く続けられるよ
う、年次有給休暇の部分取得や在
宅勤務など、ライフスタイルに合
わせた柔軟な勤務形態を認めてい
る

・相談体制の整備
メンタルケアなど、さまざまな悩
みを社外のカウンセラーに相談で
きる体制を導入している。これま
で不定期だった面談日を、３月か
らは定期的に設定

・能力開発のための資格取得助成
社員の能力を開発し、性別によら
ない能力本位の業務体制を確立す
るため、会社が定めた資格の取得
者に報奨金を支給

家 族 の 絆 を 深 め よ う ！

→

第１回四日市ファミリー
ロゲイニング大会開催

スポーツ課（緯354-8429 胃354-8432）

ファミリー防災講座
参加者募集

危機管理室（緯354-8119 胃350-3022）

「男女がいきいきと
働き続けられる企業」表彰
商業勤労課（緯354-8175 胃354-8307）

→

リニューアル工事のため 月12日5
（月）から来年 月下旬まで休館します。3
なお、工事休館中も出前講座や移動天文
車きらら号の活動は継続して行います。

博物館リニューアル工事
に伴う休館のお知らせ
博物館［緯355-2700 胃355-2704
月曜日休館（祝日の場合はその翌日）］



暮らしの情報

No.1403 平成26（2014）年4月下旬号2

詳細情報問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

無料

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
の工作キットを作って、同館ホー
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

作ろう！」
月26日（土）4

～ 月 日（休）5 6

泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の場
合はその翌日）］

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（いす
席） ■■他入席は15：40まで

茶室「泗翠庵」
し すい あん

（鵜の森公園内）
サービスデー
（毎月第 木曜日）1

10：00～

16：00
月 日（木）5 1

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

開館中はいつでもご覧いただけま
す

あさけプラザ
階 展示コ1
ーナー（正面
玄関右側）

開館30周年記念
あさけプラザ文化団体
「菜の花俳句会」
作品展

月 日（木）～30日（金）5 1

無料

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

■■■内県展、市美展、全写真フォトコ
ンテストなどに入選した女性 人2
の写真展
■■■他期間中、毎週土曜日午後、出展
者による展示作品の解説を予定

楠歴史民俗資
料館 展示棟

企画展示
「女性 人の写真展」2月 日（木）～31日（土）5 1

無料
市立図書館
（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■対小学生以上の人
■■内絵本座による、絵本の読みきか
せ

市立図書館
階 児童室1耳をすませて14：30

から

月 日（祝）5 3

無料
あさけプラザ図書館
［緯363-0102 胃361-
1990 月曜日休館（祝
日の場合はその翌日）］

当日、参加自由あさけプラザ
階 図書館1紙芝居

15：00～

15：30

博物館［緯355-2700
胃355-2704
月曜日休館（祝日の場
合はその翌日）］

■■■料一般540円、高校・大学
生380円、小・中学生
210円、幼児無料
■■他補聴装置あり

博物館 階5
プラネタリウム

字幕付きプラネタリウム
「名探偵コナン

星影の魔術師」
マジシャン

（キャラクター番組）

13：20～

14：10
月 日（祝）5 5

入場
無料
（1）

スポーツ課
（緯354-8429
胃354-8432）

当日、参加自由
■■■内パドルテニス、タスポニー、グ
ラウンドゴルフ、ファミリーバド
ミントンなど、各種ニュースポー
ツやレクリエーションスポーツ体
験

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
（受け付け
：30）9

月 日（休）5 6

無料
市立図書館
（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■対 歳児から ■■内職員による赤ち0
ゃん絵本の読みきかせ。赤ちゃん
とのスキンシップの時間です

市立図書館
階 児童室1

赤ちゃん
絵本のよみきかせ

11：00
から

月 日・155 8
日・22日（いず
れも木曜日）

無料
（2）

防災教育センター（緯
365-3119 胃364-
6095 9：00～17：00
月曜日、祝日休館）

月 日までに、電話で、同セン5 2
ターへ
■■■対市内に在住、または通勤、通学
する人 ■■定30人（先着順）

北消防署定期普通救命講習
：009～

12：00

月10日（土）5

無料
（3）

環境学習センター
（緯354-8430
胃354-8431
■■■糸ｉｎｆｏ＠ｅｃｏ-ｙｏｋｋａ
ｉｃｈｉ.ｃｏｍ
日・月曜日、祝日休館）

月 日 ：00（必着）まで5 1 9
■■■対市内に在住する小・中学生とそ
の保護者 ■■定40人（応募多数の場
合は抽選。当選者のみ通知）
■■他雨天実施

三重県環境学
習情報センタ
ー（桜町）

四日市の
身近な自然調べ
「カエルとトンボの
ふしぎ池たんけん！」

：109～

12：10

（1）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
子どもから高齢者まで幅広い世代で楽しめ
るレクリエーションスポーツで、
体を動かして、楽しく過ごして
みませんか。お楽しみ抽選会や
軽食コーナーもあります。

（2）定期普通救命講習
■■■内心肺蘇生法（人工呼吸・胸骨圧迫）、ＡＥＤ

そ

（自動体外式除細動器）の使用法、止血法、異
物除去など
■■他訓練用人形を使
った実技訓練も行
いますので、動き
やすい服装で受講
してください

（3）四日市の身近な自然調べ
「カエルとトンボのふしぎ池たんけん！」

■■■内四日市のはずれにひっそりとある池には、
いろいろなカエルやトンボがいっぱい。池で
暮らす生き物たちを観察してみよう
■■申保護者の住所・電話番号、参加者全員の名
前・学校名・学年を、はがきかファクス、Ｅ
メールで、〒510−0093 本町 − 環9 8
境学習センター「ふしぎ池」係へ

イベント・講座の詳細情報

暮
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無料
市立図書館
（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■内絵本の読みきかせに続いて、後
半は、あなたのお気に入りの本を
読みます

市立図書館
階 児童室1絵本ライブラリー14：30

から

月10日（土）5 無料
楠公民館図書室
（緯397-2277 胃397-
2160 月曜日、祝日休館）

当日、参加自由
■■■内ももたろうの会によるおはなし
会

楠公民館 階1
ロビーおはなし会

15：00～

15：30

無料
（4）

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

事前に、同館へ
■■■対小学 年生以上の人6
■■定30人（先着順） ■■持筆記用具
■■他大人の参加も可

すわ公園
交流館

こども四日市
GOLD市民会議
「まちづくりの
主役はだれ？」

16：00～

17：30

茶業振興センター
（緯／胃329-3367
月曜日休館）

事前に、電話で、同センターへ
■■■内機械と手もみで製茶体験を行い、
出来上がったお茶（約300g）は持
ち帰りできます
■■■定 組15人程度（先着順）7
■■料1,500円／組 ■■他雨天実施

茶業振興セン
ター（水沢町）新茶製茶体験

：309～

12：30

月11日（日）5

博物館［緯355-2700
胃355-2704 月曜日休館
（祝日の場合はその翌日）］

■■■内かなの使用例からくずし字の面
白さを紹介します
■■定40人（当日、先着順） ■■料200円

博物館 階1
講座室

古文書の
楽しみ方②
「平がなと片かな」

10：00～

12：00 無料
（5）

環境学習センター
（緯354-8430
胃354-8431
日・月曜日、祝日休館）

当日、参加自由
■■■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 ■■他小雨実施。
：00に大雨の時は中止9

南部丘陵公園
南ゾーン
小動物園北側
広場 集合

自然観察会
新緑の里山

国際交流センター
（緯353-9955
胃355-5931
月曜日、祝日休館）

事前に、国際交流センターへ
■■■内おいしい料理を食べて、サッカ
ーをしてみんなで交流しましょう
■■定50人 ■■料500円 ■■他雨天中止

中央緑地ふれあいサッカー
10：00～

14：00

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
はその翌日）］

当日、参加自由
■「古印最中」（栃木県足利市）

こ いん も なか

■■■料一服400円（いす席）
■■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」

（鵜の森公園内）

全国小京都
和菓子めぐり
（毎月第 日曜日）2

10：00～
16：00

前日までに、住所、名前、電話番号
をはがきか電話、もしくは直接、
同庵へ
■■■定30人 ■■料800円

茶道体験教室
茶菓のいただき方
盆点を楽しむ集い
ぼん だて

（裏千家流）

13：30～

15：30

無料
市立図書館
（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■内銀の櫂によるストーリーテリン

かい

グ（語り）。日本や世界のいろい
ろな昔話を語ります

市立図書館
階 児童室1

おはなし
ぎんのかい

14：30
から

無料

市民・消費生活相談室
（緯354-8147 胃354-8452）
三重県司法書士会 四日
市支部 舘（緯351-5330
胃351-5065）

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

総合会館 階7
第 研修室1

司法書士による
無料相談会

：009～

15：30
月17日（土）5

（6）
すわ公園交流館
［緯350-8411 胃350-
8412 月曜日休館（祝
日の場合はその翌日）］

事前に、同館へ
■■■対小学生
■■内消しゴムを彫って、自分だけの
オリジナルハンコを作ろう

すわ公園
交流館

こども四日市
「消しゴムハンコ
つくり！」

10：00～

12：00

（4）こども四日市ＧＯＬＤ市民会議
「まちづくりの主役はだれ？」
みんなで楽しく議論や実験をしながら、こ

れからの「こども四日市」をつくっていくた
めの会議です。
■■■内「こども四日市」の生みの親、増田喜昭さん
が、こどもが主役の理想のまちづくりを熱く
語ります

■■師子どもの本専門店メリーゴーランド店主
増田喜昭さん
（5）自然観察会 新緑の里山
■■■内新緑の季節の植物や昆虫、鳥などを観察し
ます。今回は、ベビーカーや車イスでも参加
できるバリアフリーコース（11：00まで）
があります。広場でゆっくり植物や昆虫を観
察してみませんか

■■他開催確認などの当日連絡は、自然保護推進
委員会（緯090−7038−3061）へ
（6）こども四日市「消しゴムハンコつくり！」
■■■料300ヨー（300円でも可）
■■他「こども四日市」のお金「ヨー」を使います。
円＝ ヨーで両替しますが、「ヨー」を円に1 1

両替することはできません

→

募

集

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト・講
座

保
健
だ
よ
り

→



暮らしの情報

No.1403 平成26（2014）年4月下旬号4

詳細情報問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

無料
茶業振興センター

（緯／胃329-3367
月曜日休館）

事前に、電話で、同センターへ
■■■内水沢地区の茶畑とため池を巡る散
策（約 ㎞） ■■定20人（先着順）5
■■持昼食、飲み物 ■■他雨天中止

茶業振興セン
ター（水沢町）茶畑散策

10：00～

13：30

月17日（土）5 無料
市立図書館

（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■内中部読み聞かせサークルによる絵
本の読みきかせや手遊びなど

市立図書館
階 児童室1絵本の読みきかせ14：30

から

無料
あさけプラザ図書館

［緯363-0102 胃361-
1990 月曜日休館（祝
日の場合はその翌日）］

当日、参加自由
■■■内語りの会どっこいしょ会員による
おはなし会

あさけプラザ
階1

身体測定室
おはなし
よっといで

15：00～

15：30

入場
無料

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、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

四日市ドーム
第42回
四日市
こどもまつり

：009～

15：00
（開場
8：45）

月18日（日）5 無料
少年自然の家

（緯329-3210
胃329-2095）

当日、参加自由 ■■■対家族
■■内茶摘み姿に変身して、茶摘み体験
の後、手もみのお茶作り
■■他雨天実施

少年自然の家家庭の日応援
プロジェクト 月5

10：00～

15：00 泗翠庵
［緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の場
合はその翌日）］

当日、参加自由
■■■料一席800円（広間席）
■■他どなたでも気軽に参加できます

（受け付けは14：30まで）

茶室「泗翠庵」
（鵜の森公園内）

茶会
月釜（裏千家流）
（毎月第 日曜日）3

（7）
スポーツ課

（緯354-8429
胃354-8432）

月14日までに、所定の申込書に参5
加料を添えて、直接、スポーツ課

（市役所 階）へ9
中央緑地
体育館

ママさん卓球
春季大会

：309
から

（受け付け
：00）9

月21日（水）5 無料
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2
月高齢者講座5

（健康体操）
13：30～
15：00

無料
市立図書館

（緯352-5108
胃352-9897 月曜日、
第 ・ 火曜日休館）2 4

当日、参加自由
■■■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
の語りきかせ

市立図書館
階 児童室1おはなし会15：30

から

無料
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 ■■持あれば得意な楽
器（ハーモニカ、フルートなど）

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）5

無料

事前に、同館へ（当日参加も可）
■■■内四日市の街を知り、みんなで四日
市について考える、 カ月に 回の2 1
勉強交流会。初回のテーマ「まつり」
について講師にお話しいただきます
■■師前田憲司さん

四日市
まちづくりカフェ
「獅子舞が
四日市発祥って
ほんと？」

19：00～

21：00
月23日（金）5

無料
（8）

環境学習センター
（緯354-8430
胃354-8431
日・月曜日、祝日休館）

当日、先着順
■■■定①②50人（無くなり次第終了）

①環境学習セ
ンター（本町
プラザ 階）4
②勤労者・市民
交流センター

（中央緑地内）

グリーンカーテン
用ゴーヤ苗を配布
します

10：00
から月24日（土）5

（7）ママさん卓球春季大会
■■■対市内に在住する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、ダブルス…4

クラス（シングルスのクラス分けは、主催1
者側で、ダブルスのパートナーは抽選で決定）
■■■料シングルス… 700円

（ダブルスも出場する人
は500円）、ダブルス…
人500円1

（8）グリーンカーテン用ゴーヤ苗を配布します
「グリーンカーテン」は、植物の力を利用し
て夏を涼しく過ごすことで、エアコンの使用
を減らそうという取り組みです。楽しみなが
ら省エネに取り組んでみませんか。
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→

詳細情報問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

無料
（9）

環境学習センター
（緯354-8430
胃354-8431 ■■■糸ｉｎｆｏ＠
ｅｃｏ-ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｃｏｍ
日・月曜日、祝日休館）

月13日（必着）まで5
■■■対市内に在住する小・中学生とそ
の保護者
■■■定30人（先着順）

勤労者・市民
交流センター
本館 階 研2
修会議室（中
央緑地内）

「こわれた地球をと
りもどそう くらし
のエネルギー今と
昔」～グリーンカー
テン de自由研究～

14：00～

16：00

月24日（土）5

無料
市立図書館
（緯352-5108 胃352-
9897 月曜日、第 ・2
火曜日休館）4

当日、参加自由
■■■内語りの会「どっこいしょ」によ
る日本や世界のいろいろな昔話の
語りきかせ

市立図書館
階 児童室1おはなし会14：30

から

無料
あさけプラザ図書館
［緯363-0102 胃361-
1990 月曜日休館（祝
日の場合はその翌日）］

当日、参加自由
■■■師中部読み聞かせサークル

あさけプラザ
階 図書館1絵本の読みきかせ

15：00～

15：30

無料

博物館
［緯355-2700
胃355-2704
月曜日休館（祝日の場合
はその翌日）］

当日、参加自由 ■■■内しま模様のあ
る木星や、 月14日に最接近した4
火星、美しい環を持つ土星をきら

わ

ら号の大きな望遠鏡で観察しまし
ょう ■■他天候不順時は中止

市民公園
（博物館前）

きらら号でスター
ウォッチング
「木星と火星と
土星を見よう」

19：30～

21：00

（10）
農業センター
（緯326-0132
胃326-1162）

■■■他両日ともお買い上げの先着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

農業センター
（赤水町）

観葉植物・
鉢花即売会

：009～

17：00
月24日（土）5
・25日（日）

国際交流センター
（緯353-9955
胃355-5931
月曜日、祝日休館）

事前に、同センターへ
■■■内スロバキア出身の講師が、英語
でスロバキアを紹介します
■■定40人（先着順） ■■料200円

国際交流セン
ター（市役所
北館 階）5

コーヒーブレイク
「スロバキア」

10：00～

12：00

月25日（日）5

（11）

少年自然の家
（緯329-3210
胃329-2095
■■■糸ｓｈｉｚｅｎｎｏｉｅ＠ｓｈｏｐｒ
ｏ.ｃｏ.ｊｐ）

月10日（必着）まで ■■■対小学5 1
年～中学 年生（小学生は製作を3
補助できる保護者同伴） ■■内「桜の
木のえんぴつ立て」と「電動糸ノコ
で作る木かべかけ」の つを製作2

少年自然の家
木の工作教室
～森の世代交代、
枯れた木も大切
に！～

10：00～

14：00

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
はその翌日）］

前日までに、住所、名前、電話番
号を、はがきか電話、もしくは直
接、同庵へ
■■■師澄懐堂

ちょうかいどう

美術館 学芸課 井後尚
い ご

久さん ■■定30人 ■■料1,000円

茶室「泗翠庵」
（鵜の森公園内）

特別講座
掛け軸の楽しみ方

13：30～

15：30

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

当日、参加自由 ■出演 PinkJin
■■■内毎月 回、同館で行うライブ。1
女性3人ユニットによるポップス
演奏をお楽しみください

すわ公園
交流館

すわSUNDAY
ライブ with
四日市JAZZ
フェスティバル

14：00～

15：30

無料
市立図書館
（緯352-5108 胃352-
9897 月曜日、第 ・2
火曜日休館）4

当日、参加自由
■■■内Canによる絵本の読みきかせ

キャン
市立図書館
階 児童室1

おはなし
びっくりBox

15：30
から月28日（水）5

無料
あさけプラザ
［緯363-0123 胃363-
0129 月曜日休館（祝
日の場合はその翌日）］

当日、参加自由
■■■内女性音楽グループ「TryAngle」
による、新緑コンサート～彼方の
光～

あさけプラザ
中庭（雨天の
場合は、 階1
ロビー）

第27回
中庭コンサート

開演
18：30月30日（金）5

（9）「こわれた地球をとりもどそう くらしのエネ
ルギー今と昔」〜グリーンカーテンｄｅ自由研究〜
■■■内親子で電気がなかった頃の暮らしを知り、
今の暮らしを考える講座。グリーンカーテン
で自由研究をするアドバイスもあります。参
加者にゴーヤ苗を配布します ■■師四日市大学
エネルギー環境教育研究会 矢口芳枝さん
■■申保護者の住所・電話番号、参加者全員の名
前・学校名・学年を、はがきかファクス、Ｅ
メールで、〒510−0093 本町 − 環9 8
境学習センター「くらしのエネルギー」係へ

（10）観葉植物・鉢花即売会
■■■内四日市温室園芸組合員生産のアラレア、ア
ンスリウム、グズマニア、シダ、スパティフ
ィラム、ブルーベリー、ハイドロカルチャー
などの観葉植物約2,000点と鉢花をお値打ち
に直売します
（11）木の工作教室〜森の世代交代、

枯れた木も大切に！〜
■■■定20人（応募多数の場合は抽選。市内に在住
する人を優先） ■■料1,000円（同伴の保護者は
無料） ■■申①郵送の場合：郵便番号、住所、名

前（ふりがな）、電話番号、あればメールアド
レス、学校名・学年、保護者の名前を記載し
た用紙を、82円切手を貼り自宅の宛名を書い
た返信用封筒を同封の上、〒512−1105
水沢町1423−2 少年自然の家「木の工作教
室」係へ。グループで応募する場合は，全員
分の必要事項を記載し、返信用封筒には代表
者の宛名を書いてください
②Ｅメール（パソコンに限る）の場合：件名
に「木の工作教室」、本文に①と同様の必要事
項を記載して、少年自然の家へ
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詳細情報問い合わせ先など申し込みなど場所名称日時

無料

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

事前に、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や震災の復興
事業などについてのお話
■■師アトリエ自遊楽校主宰 新田新

じ ゆう がっ こう

一郎さん ■■定30人 ■■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
月30日（金）5

無料
（12）

環境学習センター
（緯354-8430
胃354-8431 ■■■糸ｉｎｆｏ＠
ｅｃｏ-ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｃｏｍ
日・月曜日、祝日休館）

月16日（必着）まで5
■■■対市内に在住する小・中学生とそ
の保護者
■■定40人（応募多数の場合は抽選。
当選者のみ通知） ■■他雨天実施

西村町
営農センター

四日市の
身近な自然調べ
「ホタル
ウオッチング！」

18：00～

20：30
月31日（土）5

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
はその翌日）］

前日までに、住所、名前、電話番
号を、はがきか電話、もしくは直
接、同庵へ
■■■定30人 ■■料800円

茶室「泗翠庵」
（鵜の森公園内）

茶道体験教室
茶菓のいただき方
男性の茶道を楽し
む集い（遠州流）

13：30～

15：30
月 日（日）6 1

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

月14日 ：00以降に、参加費5 9
を添えて、同プラザ窓口へ
■■■対市内または三重郡に在住する
20歳以上の人 ■■師日展会友 粕谷

かす や

邦男さん ■■定20人（先着順）
■■料2,000円（ 回分） ■■持スケッチ4
ブック（F ）、鉛筆（B・ B・ B）、8 2 4
水彩絵の具、筆、パレット

あさけプラザ
階 美術室3水彩入門講座

：309～

11：30

月 日・116 4
日・18日・25
日（いずれも水
曜日、全 回）4

（13）
スポーツ課
（緯354-8429
胃354-8432）

月23日までに、所定の申込書に5
参加料を添えて、直接、スポーツ
課（市役所 階）へ9

四日市ドーム四日市レディース
テニス大会

開会式
9：30から
（受け付け
：00）9

月 日（木）6 5

（14）

少年自然の家
（緯329-3210
胃329-2095
■■■糸ｓｈｉｚｅｎｎｏｉｅ＠ｓｈｏｐｒ
ｏ.ｃｏ.ｊｐ）

月28日（必着）まで5
■■■対小学 ～ 年生4 6
■■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3,500円

少年自然の家
森の秘密基地
～自然の家の森の
中に秘密基地を作
ろう！～

月21日（土）～22日（日）6
（ 泊 日）1 2

（15）
体育協会
（緯345-4111 胃346-
7767 〒510-0886
日永東一丁目 -21）3

月20日～30日（必着）に、所定5
の申込書に参加料を添えて、郵送
か直接、体育協会（中央緑地体育
館内）へ

中央緑地
体育館・
第 体育館2

市民卓球大会
受け付け
：009
から

月12日（土）7
・13日（日）

（16）
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日）］

■■■料全席指定一般2,500円、小学生
以下1,500円
■■他 歳以上有料、 歳未満でも席3 3
が必要な場合は有料

文化会館
第 ホール1

第 回こども3
フェスティバル
米村でんじろう
サイエンスショー

①開演
13：00
②開演
16：30

月11日（月）8

（12）四日市の身近な自然調べ
「ホタルウオッチング！」

■■■内暗闇の中で光るホタルの不思議と保護活動
について学びます
■■申保護者の住所・電話番号、参加者全員の名
前・学校名・学年を、はがきかファクス、Ｅ
メールで、〒510－0093 本町 － 環9 8
境学習センター「ホタル」係へ
（13）四日市レディーステニス大会
■■■対市内に在住、または通勤する20歳以上の女
性、および四日市婦人テニス協会登録会員
■種目 ダブルス
■条件 ①市内に在住する人は同一小学校区
または中学校区 ②菰野町、川越町に在住す
る人で四日市婦人テニス協会登録員はそれぞ
れの校区内 ③市外に在住し、市内に通勤す
る人は勤務先の校区内 ④前 年度、本大会2
の 位以内同士のペアは不可 ⑤ 人での申3 1

し込みもできます。その場合、ペアは抽選で
決めます ■■■料 組800円1
（14）森の秘密基地～自然の家の森の中に

秘密基地を作ろう！～
■■■申①郵送の場合：郵便番号、住所、名前（ふ
りがな）、電話番号、あればメールアドレス、
学校名・学年、保護者の名前を記載した用紙
を、82円切手を貼り自宅の宛名を書いた返信
用封筒を同封の上、〒512－1105 水沢町
1423－ 少年自然の家「森の秘密基地」2
係へ。グループで応募する場合は、全員分の
必要事項を記載し、返信用封筒には代表者の
宛名を書いてください。
②Ｅメール（パソコンに限る）の場合：件名
に「森の秘密基地」、本文に①と同様の必要事
項を記載して、少年自然の家へ
（15）市民卓球大会
■■■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
ラージボール…一般男子・女子、40歳以上男
子・女子
■■■料高校生以上600円、中学生以下400円
（16）第 回こどもフェスティバル3

米村でんじろうサイエンスショー
親子で楽しめる

科学の不思議や楽
しさを再発見。テ
レビでおなじみの

「でんじろう先生」
が四日市にやって
きます。
■チケット販売 月24日（土） ：00から、5 9
文化会館［窓口・インターネット（パソコン・
携帯）］、10：00から、チケットぴあで発売
■■■他詳しくは、文化会館ホームページ（■■■HPｈｔｔ
ｐ：//ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｓｈｉｎｋｏ.ｃｏｍ/ｙｏｎｂｕｎ/）
でもご覧いただけます
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■■■時 月10日（土）・11日（日）5
：00～18：009

■■所ばんこの里会館（陶栄町）周辺
■■内廉売市… 40軒近くの店が立ち並

びます
体験コーナー…陶芸手作り教室、
絵付け体験、子ども生け花体験教
室など

◆四日市萬古陶磁器コンペ2014
「どうぶつ」をテーマに、全国から
応募のあった優秀作品を表彰・展示
します。
■表彰式
■■■時 月10日（土） 11：005
■■所ばんこの里会館 階3
■作品展示（入賞・入選作品のみ）
■■■時 月 日（木）～11日（日）5 8

10：00～17：00（10・11日は
：00～18：00）9

■■所ばんこの里会館 階 多目的ホール3

高い歌唱力で、人々を魅了する
ＭａｙＪ.のコンサート。その実力か
ら、カバーアルバムも好調で、 月3
には ｎｄカバーアルバムがリリー2
スされました。日本を代表する歌姫
ＭａｙＪ．のコンサートをぜひお楽し
みください。
■■時 月19日（火）8

開場17：30 開演18：30
■■所文化会館 第 ホール1
■■料全席指定 前売り5,400円 当日

5,940円［ 歳以上有料（ 歳以3 2
下は入場できません）］

■チケット販売
①市民先行抽選 月25日（日）5
10：00～23：59 緯0570－02
－9599
※市内の固定電話からのみ受け付
け。一部の固定電話および携帯電
話不可
※抽選結果は、 月28日（水）5
10：00～23：59 ぴあ特電（緯

0570－02－9599）にて発表しま
す。抽選結果照会には、抽選申し
込み時にお伝えした受付番号（5
桁）が必要です
※当選された場合のチケットは、
セブンイレブン、サークルＫ・サ
ンクスでの引き換えになります
②一般販売 月 日（土） ：006 7 9
から、文化会館［窓口・インター
ネット（パソコン・携帯）］、10：
00から、チケットぴあ、ローソン
チケット、イープラスで発売

■■■他詳しくは、文化会館ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｓｈｉｎｋ
ｏ.ｃｏｍ/ｙｏｎｂｕｎ/）でもご覧い
ただけます

■■■時計 回の連続講座8
第 回講座 月24日（土）1 5
第 回講座 月 日（土）2 6 7
第 回講座 月28日（土）3 6
第 回講座 月12日（土）4 7
第 回講座 月20日（土）5 9
第 回講座 10月18日（土）6
第 回講座 11月中下旬（平日）7
第 回講座 12月 日（土）8 6
：30から（ ～ 時間程度）9 2 3

■■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（応募多数の場合は抽選）

■■料1,500円（傷害保険料含む）
■■申 月15日までに、住所、名前（ふ5
りがな）、年齢、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1 1
市港管理組合振興課「みなと講座」
係へ
◆公開プレイベント（無料）
■■時 月10日（土） ：30～11：305 9
■■内「四日市みなと講座2014」の開講

に先立って開催する、四日市案内
人協会による霞ケ浦地区の散策会
と四日市港ポートビル展望展示室

「うみてらす14」の見学会
■■定50人（応募多数の場合は抽選）
■■申 月 日までに、住所、名前（ふ5 1

りがな）、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1 1
合振興課「公開プレイベント」係へ

■■他詳しくは、四日市港管理組合ホー
ムページ（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｙｏ
ｋｋａｉｃｈｉ-ｐｏｒｔ.ｏｒ.ｊｐ/）をご覧
いただくか、同課へお問い合わせ
ください

■■■対県内に在住する中学生、または本
市近隣に在住する小学 ～ 年生5 6

■■時 月20日（水）～23日（土）8
（ 泊 日）3 4
■■所少年自然の家
■■内ロボット製作教室
■■定中学生36人、小学生 人（応募多6
数の場合は抽選） ■■料15,000円

■■申 月31日までに、郵便番号、住所、5
名前、電話番号、学校名・学年、
性別を、ファクスかＥメールで、
三重県ジュニアロボコン実行委員
会 魚住（■■■糸ｕｏｚｕｍｉ＠ｅｄｕ.ｍｉ
ｅ-ｕ.ａｃ.ｊｐ）へ

四日市萬古まつり
工業振興課（緯354-8178 胃354-8307）
萬古陶磁器振興協同組合連合会（緯330-2020）

ｂｅａｃｈｗａｌｋｅｒｓ.Ｐｒｅｓｅｎｔｓ
Ｍａｙ
メイ

Ｊ.Ｔｏｕｒ2014
ジェイ

～Ｍｅｓｓａｇｅｆｏｒｔｏｍｏｒｒｏｗ～
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日）］

四日市みなと講座2014
～みなとを知ってみなとを語ろう～

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
Ｊｒ.ロボコン2014ｉｎ三重

参加者募集
工業振興課（緯354-8178 胃354-8307）
三重県ジュニアロボコン実行委員会

（緯059-231-9307 胃059-231-9307）

→

フォーティーン
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→
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■■■対市内または三重郡に在住し、平成
21年10月 日～平成22年 月301 9
日生まれの幼児とその親で、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22日（木） 10：005
■■■所歯科医療センター（本町）
■表彰 最優秀 組・優秀 組は、1 2

月 日（木）に開催される「歯と6 5
口の健康週間表彰式」で賞状と賞
品を贈呈します

■■■申 月 日までに、住所、名前（親5 9
と子）、生年月日（子）、電話番号を、
はがきか封書で、
〒510－0093
本町9－12 四日
市歯科医師会「親
と子のよい歯のコ
ンクール」係へ

■■他応募された人には、歯科医師会か
らあらためて診査当日のご案内を
します。全員に参加賞を用意して
います

■■問四日市歯科医師会（緯354－8512）

■■対55歳以上で、求職中の人（ハロー
ワークの求職番号が必要です）

■■定各20人 ■■料無料
◆調理スタッフ講習
■■時 月19日（月）・22日（木）・26日5
（月）・29日（木）、 月 日（月）・6 2

日（木）・12日（木）5
：00～16：009

■■所なやプラザ（蔵町）
■■内事業所、施設、給食センターなど

で調理補助のスタッフとして働く
ため、食品衛生、栄養、食材の基
礎知識、調理知識を学び、実践を

通して技能を取得する
■■申 月15日までに、直接、シルバー5
人材センター（十七軒町 平日 ：8
30～17：00）へ
◆総務・労務事務講習
■■時 月25日（水）・26日（木）・27日6
（金）・30日（月）、 月 日（水）・7 2

日（木）・ 日（金）3 4
：00～16：009

■■所勤労者・市民交流センター（中央
緑地内）

■■内働く人の原点となる労働基準法を
はじめ、総務事務の実務を中心と
した講義を行い、事務職としての
知識向上を図る

■■申 月25日～ 月23日に、直接、シ4 5
ルバー人材センター（十七軒町
平日 ：30～17：00） へ8

→

人権センター（緯354-8609 胃354-8611 日曜日、祝日休館）

■■■時■■■内下表のとおり ■■所総合会館、文化会館（12月 日のみ）7
■■定80人（応募多数の場合は抽選）
■■■料無料（ただし、一部自己負担のある講座があります）
■■申 月29日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、電話番号を、人権セ5
ンター（総合会館 階）、各地区市民センター、楠総合支所にある所定の用7
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（■■■糸ｊｉｎｋｅｎｃｅｎｔｅｒ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）へ。詳しくは、ホー
ムページ（■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ5.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ/ｍｅｎｕ73268.ｈｔ
ｍｌ）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 週間前までに、託児が必要な人は3
各講座の 週間前までに人権センターへ1

■■■内■■■時

開講式／記念上映 【公開講座】
映画「ペコロスの母に会いに行く」
～認知症の母との何気ない日常～

月14日（土）6
13：30～15：45

〔あすてっぷ修了生企画〕
■■■師四日市市ろうあ福祉会会長 山本喜秀さん

よしひで

あすてっぷ修了生 加藤孝子さん、柳
やなぎ

君代さん
きみ よ

月12日（土）7
13：30～15：30

【公開講座】
映画「新・あつい壁」
～ハンセン病問題のいまとこれから～

月26日（土）7
13：30～15：30

【公開講座】
おとなmoこどもmo一緒にうたおう！

も も

■■■師声楽家 森やよいさん

月23日（土）8
13：30～15：30

きっと毎日が楽しくなる！ 心地いい家族のカタチ
■■■師家事ジャーナリスト・楽家事ゼミ主宰 山田亮さん

りょう
月 日（土）9 6
13：30～15：30

西光万吉の半生から学ぶ水平社 「三月三日の風」
さいこうまんきち

解説 人権センター職員
月27日（土）9
13：30～15：30

〔フィールドワーク〕 滋賀県内人権ゆかりの地を訪ねる
米原市岩脇の戦争遺跡「列車壕跡」ほか

ごう

■■■師歴史文化研究家 長谷川博久さん

10月25日（土）
：00～17：308

じんけんフェスタ2014人権週間記念講演
修了式／記念講演 【公開講座】
■■■師作家 乙武洋匡さん

おとたけひろただ

12月 日（日）7
時間未定

よっかいち人権大学「あすてっぷ2014」受講生募集

高齢者の就職・就業の
ための技能講習
シルバー人材センター

（緯354-3670 胃351-4830）

第63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
（緯354-8187 胃354-8061）



◆メインステーション活用事業補助
金申請団体募集
文化の駅メインステーション（諏

訪栄町）を会場として、市民の皆さ
んの文化活動の発表、創作物の展示
のための場などを提供する事業に対
して補助金を交付します。
■審査 月 日（土）6 7

面接などによる審査があります
■■■定 団体程度6
■■申 月21日～ 月20日（必着）に、4 5

所定の用紙を、文化振興課（市役
所 階）へ5

■■他詳しくは、同課にある募集要項を
ご覧ください。市ホームページで
もご覧いただけます
◆文化の駅ローカルステーション協
力事業者募集

■■内施設の一部を市民の文化活動の発
表の場として提供いただける店舗、
事業所などを文化の駅ローカルス
テーションとして募集します。なお、
補助金による支援はありません

■審査 現地確認や書類による審査
があります

■■■申随時、電話で文化振興課へ。資料
などをお送りします

■■対市内に在住、または通勤、通学も
しくは出身で、総合アート展にふ
さわしいレベルの高い作品を出品
できる人

■■時 月13日（金）～15日（日）6
10：00～17：00

■■所文化会館展示棟 第 ・ ・ 展1 3 4
示室

■■内絵画、写真、彫刻、書、工芸のほ
か、盆栽、生け花など。 人 作1 1
品（団体での合作も可）。作品の大

きさは180×200cm以内
■■料 作品3,000円（開催協力費）1
■■申 月10日（必着）までに、所定の5

用紙を、郵送かファクスで、〒510
－0057 昌栄町21－10 文化協
会「2014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15日までに連絡し5
ます。詳しくは、文化会館、文化
振興課（市役所 階）、文化協会に5
ある応募要領をご覧ください

■■問文化協会 花井（緯090－1825－
1595）、伊藤（緯090－3550－
1864）

第41回四日市市美術展覧会を 7
月26日（土）～ 月 日（日）に文化8 3
会館で開催するに当たり、作品を募
集します。審査により、優秀作品に
は、市長賞ほか各賞を授与します。
選外作品は展示しません。
■■対市内または三重郡に在住、または
通勤、通学する15歳以上の人（中
学生を除く）

■出品部門と点数
日本画・洋画・彫刻・工芸・写真・
書道 人 部門 点（複数部門1 1 1
への出品は可能）

■作品搬入日
月17日（木）・18日（金）7

■■■申 月13日（必着）までに、所定の出7
品申込書を、郵送か直接、〒510
－0075 安島二丁目 － 文化5 3
会館へ
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第41回市美展にあなたの
力作をご出品ください

文化振興課（緯354-8239 胃354-4873）

文化の駅推進事業団体募集
文化振興課（緯354-8239 胃354-4873）

→

ミ ニ 報情
◆よっかいち緑の会
●国指定天然記念物御池

お いけ

沼
しょう

沢植物群落
たく

自然観察会
■■■時 月 日（祝） ：00から（雨天実施）5 3 9
■■所東部指定地（西坂部町御館）集合

み たち

■■■持湿地の観察ができる服装、靴
■■問同会 石川（緯321－0475）
●市民への誘い“森林浴”
■■時 月25日（日） ：45 近鉄四日市駅西 三5 7
重銀行前集合（雨天別企画） ■行き先 定

じょう

光寺
こう じ

自然休養林（瀬戸市） ■■■定45人
■■料3,500円（貸し切りバス代・保険代含む）
■■申事前に、同会 石川（緯321－0475）へ
◆四日市歩こう会（小雨実施）
■■■料200円 ■■問同会 米川（緯／胃365－9684）
①■■時■■所 月 日（祝） ：35 近鉄弥富駅集合、5 4 8
14：00ごろ名鉄佐屋駅解散 ■主な行き先
天王川公園、津島神社ほか（13ｋｍ）
てんのうがわ

②■■■時■■所 月25日（日） ：40 養老鉄道広神戸
ひろごう ど

5 9
駅集合、14：45ごろ同駅解散 ■主な行き先
日吉神社、ばら公園いこいの広場ほか（12ｋｍ）
ひ よし

◆三重県奇術協会マジックショー（無料）
■■■時 月 日（祝） 開場13：00 開演13：305 4
■■所文化会館 第 ホール2
■■問同協会 幾田（緯／胃059－232－9392）
◆パラミタミュージアム子ども写生大会
■■■対小学生以下の人 ■■時 月 日（祝） ：30～5 5 9
15：00（雨天中止） ■■所パラミタガーデン（菰
野町） ■■料無料（付き添いは 人まで入館無料）2
■■持画材、画板（画用紙は用意します）
■■他巡回絵画指導あり ■■問同ミュージアム（緯
391－1088 胃391－1077）
◆春の花と緑の展示・即売会（入場無料）
■■■時 月 日（祝）・ 日（休） ：30～16：30（5 5 6 9 6
日は16：00まで） ■■所文化会館展示棟 第 展3
示室 ■■他両日とも先着250人に、四日市市の花
サルビア苗ポットを無料で差し上げます
■■問四日市花の会連盟 辰谷（緯/胃345－9116）

たつたに

◆ 月 日から 日までは、憲法週間です5 1 7
●無料法律相談所の開設〔裁判所・弁護士会〕
■■■時 月 日（水） 10：30～15：30（受け付け5 7
10：00～15：00） ■■所総合会館 階 第 会8 2
議室 ■■定36人（先着順 人20分程度） ■■問津1
地方裁判所四日市支部庶務課（緯352－7151）
●三庁合同見学会（裁判員裁判法廷など）
■■時 月 日（木） 13：30～16：30（集合13：5 8
15） ■■所津地方検察庁集合（津市）
■■定20人（先着順） ■■申 月 日までに、津地方5 7
検察庁検察広報官（緯059－228－4165）へ
◆ピースネット ・ ：糸数慶子講演会（無料）

いとかず

5 3
■■■時 月10日（土） 開場13：00 開演13：305
■■所総合会館 階 視聴覚室 ■■問つどい実行委8
員会 伊藤（緯090－2925－0138）
◆日本温泉気候物理医学会 市民公開講座
■■■時 月10日（土） 14：00～16：00（開場13：5
30） ■■所文化会館 第 ホール ■■定100人3
■■問小山田記念温泉病院（緯328－1260 胃
328－1921）
◆バレエアカデミーＲＥＬＥＶＥ定期公演（無料）

ルルベ

■■■時 月10日（土） 開場17：00 開演17：305
■■所文化会館 第 ホール1
■■問同アカデミー 久嶋（緯052－823－0179）

く しま

◆ふれあいフェスタ講演会（無料）
■■■時 月11日（日） 13：30～15：305
■■所勤労者・市民交流センター東館 階 大会議3
室（中央緑地内） ■■定90人（先着順）
■■問障害者相談支援センターソシオ（緯345－
9016）

６月２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２日に発送する

予定です。

第64回市民芸術文化祭
「四日市2014アート展」

作品募集
文化協会（緯／胃351-3729
火～金曜日13：00～17：00）

平成26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）
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■■■対■■定市内に在住する高校生… 人2
市内に在住、または市内の公私立
の小・中・高等学校に勤務する教
師… 人1

■派遣期間
月22日～ 月10日（20日間）7 8

■選考 書類審査と面接（ 月17日）5
■■■料10万円程度の自己負担金
■■申 月12日までに、願書に学校長の5
推薦状などを添えて、郵送か直接、
〒510－8601 国際交流センター
（市役所北館 階 緯353－99555
胃355－5931 月曜日、祝日休
館）へ

■■他募集要項・願書は、市内の各学校
および市ホームページから入手で
きます

■募集職種・採用予定日
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）
①平成27年 月 日4 1
②③平成26年 月 日7 1

■募集人数 ①50人程度、
②10人程度、③10人程度

■受験資格 ①～③昭和30年 月4
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 月24日（土）5
■試験開始時間・場所
：00 市立四日市病院9

■応募期限
月14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 －37 市2
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・曜日相談に応じます。

■募集職種・採用予定日
消費生活相談員（常勤嘱託）
月 日7 1

■募集人数 人1
■受験資格
①～④の条件をすべて満たし、パ
ソコンの基本操作ができる人
①昭和30年 月 日以降生まれ4 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消費生活専
門相談員、消費生活アドバイザー
もしくは消費生活コンサルタント
のいずれかの資格を有する

■職務内容 消費生活相談、消費者
啓発および関連業務

■試験日時・場所
月 日（日） ：306 1 9
総合会館 階 第 研修室7 2

■応募期限
月21日～ 月16日必着4 5

■■■他詳しくは、市民・消費生活相談室
（市役所 階）で配布する採用試験1
要項をご覧ください。市ホームペ
ージ「職員募集」からもダウンロ
ードできます

市立保育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。
■募集人数 人2
■受験資格 昭和30年 月 日以降4 2
生まれで、看護師または准看護師
の免許を有する人（見込み可）で、
地方公務員法第16条に定める欠
格条項に該当しない人。外国籍の
人は、永住者または特別永住者の
在留資格を有する人

■採用予定日 月 日7 1
■試験日時・場所
月25日（日） ：00 総合会館5 9

■応募期限 月14日必着5
■■■他詳しくは、保育幼稚園課（総合会
館 階）で配布する採用試験要項3
をご覧ください。市ホームページ
「職員募集」からもダウンロードで
きます

■願書請求先 願書の郵送を希望す
る人は、82円切手を貼った返信用
封筒を同封し、〒510－8601 保
育幼稚園課へ

採用年月日応募締切日採用試験日
月 日または7 1

平成27年 月 日4 1月14日（水）5月24日（土）5

10月 日または1
平成27年 月 日4 1

月11日（水）6月21日（土）6
月16日（水）7月27日（日）7
月11日（月）8月21日（木）8

平成27年 月 日または1 1
平成27年 月 日4 1

月11日（木）9月21日（日）9
11月12日（水）11月22日（土）

平成27年 月 日4 1
平成27年 月14日（水）1平成27年 月23日（金）1
平成27年 月10日（火）2平成27年 月20日（金）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）

消費生活相談員（嘱託職員）募集
市民・消費生活相談室

（緯354-8147 胃354-8452）

平成26年度 市立四日市病院 助産師・看護師採用試験日程
市立四日市病院総務課［緯354-1111（内線5211） 胃352-1565］

保育園看護師（嘱託職員）募集
保育幼稚園課

（緯354-8173 胃357-5260）

採用予定人数など詳しくは、試験月の前月の広報よっかいち下旬号に掲載
し、募集案内を配布します。

■試験科目 小論文、適性検査、面接

姉妹都市
米国ロングビーチ市への

交換学生・教師募集
秘書課（緯354-8097 胃354-3970）



本市では、地域経済の活性化およ
び居住環境の向上を図ることを目的
として、市内の建設業者により、現
在お住まいの住
宅を改修する場
合に、その費用
の一部を助成し
ます。
■■■対市内に在住し、自己の所有する住
宅に居住しており、世帯全員が、
市税を滞納していない人

■対象となる工事
自己の所有する住宅のリフォーム
で、次の条件をすべて満たす工事
①リフォームに要する費用（消費
税および地方消費税の額を除
く）が20万円以上であること

②リフォームを業として行う事業
者（市内に事業所を有する法人
または個人に限る）が施工する
工事であること

③平成27年 月31日までに工事3
が完了し、実績報告書を提出す
ることができる工事

※補助金の交付決定前に契約、着
工している工事や、他の助成を
受けている工事は対象となりま
せん。また、過去にこの補助金
を利用したことがある人は対象
となりません

■対象工事の例 屋根の修繕、浴室・
トイレ・キッチンの改修、壁クロ
スの張り替え、畳の取り替えなど。
具体的な対象工事の事例は、市ホ
ームページからダウンロードでき
ます

■対象とならない工事の例 別棟の
倉庫や車庫などの工事、造園・門
扉・塀などの工事、解体工事など

■■■定150件程度（応募多数の場合は抽
選）

■補助額 対象となる工事に要した
費用の20％（1,000円未満切り捨
て）で、20万円まで

■■■申 月14日～28日（土・日曜日を除5

く） ：30～17：15に、111会8
議室（市役所11階）へ

■■他申請書は、商業勤労課（市役所7
階）、各地区市民センター、楠総合
支所で配布する他、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
書類を提出する人が申請者と異な
る場合は、委任状を提出してくだ
さい。木造耐震住宅補強工事に関
する無料耐震診断を受けた人は、
必ず事前に、建築指導課（緯354
－8208）へお問い合わせください。
今年度の募集は、 回に分けて行2
う予定です。 回目の募集は、102
月ごろ（50件程度）を予定してい
ます（詳しくは、広報よっかいち

月下旬でお知らせする予定で8
す）

■■対健康づくりに興味のある人で、お
おむね20～74歳の人（心臓病・不
整脈のある人は事前に相談、運動
制限のある人は参加不可）

■■時 月 日～ 月 日の金曜日6 6 8 8
：30～11：309

■■所勤労者・市民交流センター（中央
緑地内）

■■内ストレッチ・筋力トレーニング・
ボール運動、調理実習、健康づく
りについての講義など。食習慣、
運動方法を身につける 回シリー9
ズの教室

■■定50人（応募多数の場合は抽選。結
果は応募者全員に通知）

■■料1,600円（調理実習費など）
■■申 月21日までに、郵便番号、住所、5
名前、生年月日、電話番号、これ
までにかかったことのある病気、
現在治療中の病気、服用している
薬、心臓病・不整脈の有無、運動
制限の有無を、はがきかファクス、
または直接、〒510－8601 健康
づくり課（市役所 階）へ3
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ミ ニ 報情
◆アイデア・発明を楽しむ会
■■■時 月11日（日） 13：30～16：005
■■■所なやプラザ ■■料500円
■■■問同会 堀内（緯090－8074－5412）
◆こどもスペース四日市（子育て支援プログラム）
■■■申事前に、同所（緯／胃321－0883）へ
●教えて、三原先生
■■時 月15日（木） 11：00～12：00 ■■所同所5
●絵本 （えほんさんじょう）3

■■時 月16日（金） 10：30～11：00 ■■所同所5
●よしのさんとあそぼ！
■■時 月21日（水） 10：00～11：30 ■■所同所5
●あべっくままん
■■時 月29日（木） 10：00～12：00 ■■所同所5
◆高齢期の整理収納講座
■■■対50歳以上の人 ■■時 月15日・22日・29日、5
月 日（いずれも木曜日） 14：00～16：006 5

■■所本町プラザ 階 はもりあ四日市 会議室3
■■定12人（先着順） ■■料各回500円
■■申事前に、中村（緯／胃321－2970）へ
◆ 月開講職業訓練生募集（無料）6
■■■対ハローワークへ求職申し込みをした再就職
希望者 ■■所ポリテクセンター三重（西日野町）
■■内溶接技術科、住宅アドバイザー科 ■■他希望者
は、 月15日までの職業訓練ガイダンス（毎5
週木曜日実施）に 回参加必須 ■■申同センター1
（緯320－2645 胃322－2890）へ
◆刺し子手作り小物展 藤岡光代さん
■■■時 月15日（木）～ 月10（火）5 6
■■所ギャラリーゆき（沖の島町 昭和薬品店内）
■■問同ギャラリー（緯／胃352－2277）
◆三重水墨画会展（無料）
■■■時 月16日（金） 10：30～17：00・17日（土）5
10：00～17：00・18日（日） 10：00～16：00
■■所文化会館展示棟 階2
■■問同会 江川（緯／胃352－6703）
◆楠町田んぼアート田植え参加者募集（無料）
■■■時 月17日（土） ：30から［雨天時は18日（日）5 8
に順延］ ■■所近鉄名古屋線楠町小倉鉄橋 南西
側の田んぼ ■■持田植えのできる服装、帽子
■■他現地までの案内など詳しくは、楠まちづくり
コミュニティまたは楠総合支所ホームページ
をご覧ください
■■問楠地区団体事務局（緯／胃398－3121）
◆Biz

ビズ

Cafe（起業家交流会）（無料）
カフェ

■■■時 月17日（土） 10：00～12：305
■■所ビズ・スクエアよっかいち（栄町）
■■問同所（緯329－5407 胃329－5408）
◆御池沼沢植物群落・周辺文化財をたずねて
■■■時 月18日（日） ：00 大池中学校前バス停5 9
集合、12：00 メリノール女子学院前バス停
解散（雨天実施） ■■料200円 ■■問四日市案内人
協会 飯田（緯／胃345－0862）
◆和楽ハーモニカコンサート（無料）
■■■時 月18日（日） 開場12：30 開演13：005
■■所楠福祉会館 ■■問竹中（緯383－5015）
◆生年月日や出生地でオーラカラーを読み解く
■■■時 月19日（月） 10：00から・13：30から5
■■所暮らしを楽しむ竈の家（釆女町）

かまど

■■料1,500円（抹茶と和菓子付き） ■■申 月16日5
までに、古市（緯090－2181－3824）へ
◆親力アップセミナー 父親の役割・母親の役割
■■■時 月21日（水） 10：00～11：30（受け付け5
：30） ■■所あさけプラザ 第 会議室9 2

■■問スコーレ東海事務所（緯058－231－8892
平日10：00～15：00）
◆海の好きな子あつまれ 四日市海洋少年団 団員募集
■■■対小学生以上の人
■■問同団 林（緯345－5378）

住宅リフォームを支援します
商業勤労課（緯354-8175 胃354-8307）

健康づくりよっかいち2014
～キレイに！かっこよく！
大変身してみませんか～
健康づくり課（緯354-8291 胃353-6385）
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■■■対小学 ～ 年生の子どもとその保4 6
護者（二人一組）

■■時 月 日（金）～11日（月）8 8
■■定全国の対象自治体から 組18人9
（応募多数の場合は抽選）
■■申 月 日（当日消印有効）までに、5 9
住所、名前、性別、学校名・学年、
電話番号、保護者の名前・性別、
平和を願う一言メッセージを、は
がきかＥメールで、〒852－8117
長崎市平野町 － 日本非核宣7 8
言自治体協議会事務局（長崎市平
和推進課内 緯095－844－9923
■■■糸ｉｎｆｏ＠ｎｕｃｆｒｅｅｊａｐａｎ.ｃｏ
ｍ）へ

■■■他詳しくは、同事務局にお問い合わ
せいただくか、ホームページ（■■■HP
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｎｕｃｆｒｅｅｊａｐａｎ.
ｃｏｍ）をご覧ください

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。小児アレルギー専門医
の指導のもと、正しい治療法や自己
管理の仕方を、楽しみながら学びま
す。保護者対象の講話もあります。
また、運動による肺機能の変化を
調べたり、気道の炎症の程度が分か
る呼気ＮＯ測定検査が受けたりでき
ます。
■■■対ぜん息をもつ小学 ～ 年生とそ1 6
の保護者で 回すべてに参加でき4
る人

■■時■■内第 回 月19日（土）1 7
問診・肺機能測定など
第 回 月27日（日）2 7
デイキャンプ 回目1
第 回 10月26日（日）3
デイキャンプ 回目2

第 回 11月29日（土）4
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。 月下旬に申込者全員6
に通知） ■■料無料

■■申 月13日までに、所定の申込書を、6
郵送か直接、〒510－8601 環境
保全課（市役所 階）へ5

■■他申込書は、市内小学校に設置する
ほか、市ホームページからもダウ
ンロードできます

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」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■■時南部丘陵公園のバラ園で、月3
回以上、金曜日の午前中の作業に
参加でき、少なくとも 年以上は1
継続できる人

■■所南部丘陵公園北ゾーン バラ園
■■内各自が一区画のバラ（ ～10株程8
度）を育成・管理します

■■定 人（先着順）2
■■申 月 日～16日（平日の ：30～5 7 8
17：15）に、電話で、市街地整備・
公園課へ

■■他活動の様子は、毎週金曜日午前中
に南部丘陵公園バラ園でご覧いた
だけます

■■対市民または、本市を活動拠点とす
る市民活動団体など

■事業内容 在宅医療を広く市民に

知ってもらうための市民企画によ
る啓発活動（講演会・勉強会など）
にかかる経費を補助する。 月7 1
日～平成27年 月28日に実施す2
る活動［同一申請者（団体）によ
る申請は、年度 回のみ］1

■補助限度額 活動に直接必要な経
費の 分の （講師料については2 1
全額補助。申請金額の上限は10万
円）

■■■申 月 日～ 月 日に、必要書類5 1 6 2
を、郵送か直接、健康福祉課（市
役所 階）へ。申請書の内容を審3
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。 回1
目の募集で補助金交付決定額が予
算額に達しなかった場合は、予定
額に達するまで引き続き募集を行
います

■■他必要書類など詳しくは、健康福祉
課、各地区市民センター、楠総合
支所にある募集要項をご覧くださ
い。また、市ホームページからも
ダウンロードできます

→

バラを育ててみませんか
市街地整備・公園課

（緯354-8197 胃354-8404）

本市では、約600人の民生委員・
児童委員と主任児童委員が活動し
ています。

民生委員は、民生委員法により住
民の中から選ばれ、厚生労働大臣か
ら委嘱されています。また、児童委
員は、児童福祉法によって民生委員
が兼ねており、児童福祉問題を専門
に担当する主任児童委員もいます。

民生委員・児童委員、主任児童委
員は、自らも地域住民の一員として、
それぞれが担当する区域において、
住民の生活上のさまざまな相談に
応じ、行政をはじめ、適切な支援や
サービスへの「つなぎ役」として、
さまざまな活動に取り組んでいま
す。福祉に関する悩みがある人は気
軽にご相談ください。

長崎への平和の取材
「親子記者」参加者募集
市民生活課（緯354-8179 胃354-8316）

ぜん息児のための
「チャレンジ・デイキャンプ」

参加者募集
環境保全課（緯354-8278 胃354-4412）

平成26年度
「在宅医療市民啓発活動補助」

申請者募集
健康福祉課（緯354-8281 胃359-0288）

毎年 月12日は5
「民生委員・児童委員の日」
健康福祉課（緯354-8109 胃359-0288）

→



犯罪などの防止・抑止を目的とし
た防犯カメラの適正な設置・運用に
関し、遵守すべき義務などを定める
条例案について、皆さんの意見を募
集します。
■素案の入手先 市ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ5.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋ
ａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ/ｍｅｎｕ73267.ｈｔ
ｍｌ）、市民生活課（市役所 階）、5
市政情報センター（市役所北館1
階）、市民窓口サービスセンター

（近鉄四日市駅高架下）、各地区市
民センターおよび楠総合支所

■募集期間
月28日（月）～ 月27日（火）4 5

■意見の提出方法 住所、名前を記
入の上、市民生活課、市民窓口サ
ービスセンター、各地区市民セン
ター、楠総合支所へ直接お持ちい
ただくか、郵送（当日消印有効）、
ファクス、Ｅメールで、〒510－
8601 市民生活課（■■■糸ｓｈｉｍｉｎｓｅ
ｉｋａｔｓｕ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ
.ｊｐ）へ

本市では、これまでに入札制度に
おける透明性、公正性および競争性
の確保に向けて、さまざまな取り組
みを進めてきましたが、公契約に係
る事業のより一層の質の向上を目指
して「（仮称）四日市市公契約条例」
を策定することとし、その骨子（案）
をまとめましたので、皆さんの意見
を募集します。
■資料の入手先 市ホームページ
（■■■HPｈｔｔｐ：//ｗｗｗ5.ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋ

ａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ/ｍｅｎｕ73267.ｈｔ
ｍｌ）、調達契約課（市役所 階）、5
市政情報センター（市役所北館1
階）、市民窓口サービスセンター

（近鉄四日市駅高架下）、各地区市
民センターおよび楠総合支所

■募集期間
月21日（月）～ 月20日（火）4 5

■意見の提出方法 住所、名前を記
入の上、調達契約課、市民窓口サ
ービスセンター、各地区市民セン
ター、楠総合支所へ直接お持ちい
ただくか、郵送（当日消印有効）、
ファクス、Ｅメールで、〒510－
8601 調達契約課（■■■糸ｃｈｏｕｔａｔｓ
ｕ＠ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）
へ

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
れれば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
をお持ちください。
また、 月下旬までに平成25年度2

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に
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。
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。
◆免除申請対象期間が延長されました
平成26年 月からは、申請時点の4
年 カ月前の月分まで免除（学生2 1

納付特例、若年者納付猶予含む）申
請ができるようになりました。過去

年間に未納期間がある人は申請し2
てください。
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ミ ニ 報情
◆子ども文化ＮＥＴ
アンディ先生のストリートマジック

■■■時 月24日（土） ①開場14：00 開演14：305
②開場18：00 開演18：30 ■■所じばさん三重
階 ホール ■■料2,500円 ■■申事前に、こども6
スペース四日市（緯／胃321－0883）へ
◆一日体験・護身術
■■■対中学生以上の人 ■■時 月24日（土） 19：005
～21：00 ■■所朝明中学校 武道場 ■■料500円
■■■申事前に、市スポーツ指導員 有松（緯365－
9753 19：00～21：00）へ
◆自然農法セミナー 夏野菜の栽培管理
■■■時 月25日（日） 10：00から5
■■所ばんこの里会館（陶栄町） ■■料500円
■■問ＭＯＡ自然農法四日市普及会 加藤（緯／胃
363－6073）
◆四日市吹奏楽団 定期演奏会
■■■時 月25日（日） 開場13：30 開演14：005
■■所文化会館 第 ホール ■■料一般1,000円（当1
日1,300円）、中学・高校生500円（当日700
円）、小学生無料（チケットは文化会館などで
発売） ■■問同団事務局（緯386－4196）
◆三重就職セミナー（無料）
■■■対平成27年 月大学・短大・専門学校卒業予3
定者、34歳ぐらいまでの若年就職希望者（Ｉ
ターン・Ｕターン含む） ■■時 月28日（水） 13：5
00～17：00 ■■所文化会館展示棟
■■問四日市商工会議所産業振興課（緯352－
8194 胃354－3737）
◆みえ歴史街道 初夏の桜地区を訪ねる（無料）
■■■時■■所 月31日（土） ：00～13：00（受け付5 9
け ：30。雨天実施） 近鉄高角駅前集合8
■行き先 智積養水、酒蔵ほか（ ｋｍ）5
■■■定80人（応募多数の場合は抽選）
■■申 月20日までに、参加者（ 人まで）の住5 5
所、名前、電話番号を、往復はがきで、〒510
－8511 新正四丁目21－5 みえ歴史街道事
務局（緯352－0761 胃352－0589）へ
■■他集合場所に駐車場はありません。公共交通機
関を利用してください
◆講演会：知的障がい児のための成年後見制度
■■■時 月31日（土） 14：00～15：305
■■所勤労者・市民交流センター東館 階 大会議3
室（中央緑地内） ■■料500円
■■申 月24日までに、特別支援学校聖母の家学5
園 大橋（緯321－4502 胃321－4513）へ
◆フリーマーケットｉｎ聖 出店者募集（無料）

ひじり

■■■時 月 日（土） 10：00～14：00［雨天時は6 7
日（日）に順延］ ■■所喫茶聖 駐車場（伊坂町）8

■出店スペース 組 区画（ヨコ1.8ｍ×タ1 1
テ1.8ｍ） ■■■定12組（先着順）
■■申 月 日10：00以降に、電話かファクスで、5 1
虹の会 水谷（緯090－1238－3574 緯／
胃364－8755）へ
◆三重県立美術館 ボランティア会員募集
■■■対18歳以上（高校生を除く）68歳以下で、月
回以上半日活動できる人で養成講座（講習4 2
回、実習数回）を受講できる人 ■■定20人
■■申 月 日～ 月30日に、郵便番号、住所、5 1 6
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」（緯059

けやき

－227－2100）へ
◆ＮＰＯ俳句みえ スクーリング生募集
■■■時①若葉 毎月第 木曜日 ：30～11：30、1 9
②あかやしお 毎月第 土曜日 13：30～15：1
30、③みなと 毎月第 木曜日 13：30～15：3
30 ■■所文化会館 ■■料 カ月目から700円／月4
■■申同会 勝又（緯／胃326－1407）へ

パブリックコメント
（仮称）四日市市防犯カメラの設
置及び運用に関する条例（案）に
ついての意見を募集します

市民生活課（緯354-8179 胃354-8316）

（仮称）四日市市公契約条例
骨子（案）についての
意見を募集します

調達契約課（緯354-8124 胃354-8379）

平成26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）
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市立図書館とあさけプラザ図書館、
楠公民館図書室、環境学習センター
を結ぶ図書館情報システムの更新に
より、さらに便利に図書館を活用し
ていただけるようになりました。
◆ホームページや各館（室）内の検索
端末（ＯＰＡＣ）が便利です
市立図書館ホームページ：■■■HPｈｔｔ

ｐ://ｗｗｗ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ-ｌｉｂ.ｊｐ
煙図書の予約ができます
煙自分の貸出状況や予約状況が確認
できます

煙メールアドレスやパスワードの変
更ができます

煙貸出期間の延長ができます。ただ
し、予約が入っていたり、延滞し
ている図書は延長できません。ま
た、延長手続きは 回限りです1

※上記の操作には、パスワードの登
録が必要です。登録手続きは、各
図書館（室）で行ってください。
すでにインターネット予約を利用
している人は、登録する必要はあ
りません［詳しくは、各図書館（室）
まで、お尋ねください］
◆館内検索端末（ＯＰＡＣ）を使おう
自分で検索した本が、図書館のど
こにあるかを画面で表示します。ま
た、検索結果をレシートに印刷する
ことができるので、今までのように
自分で書き写す必要がなくなります。

市では、市内に在住する求職者が
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

■■■対煙市内に在住する人
煙ハローワークで求職登録をし、
求職活動を行っている人

煙過去に同一の助成金を受けてい
ない人

煙18歳以上の人（①のみ）
■補助額 受講料のうち、自己負担
額の 分の （ただし、①は上限2 1
万円、②は上限 万円）2 4
※受講修了後、実績報告書を提出
いただいたあと、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、郵送か直接、〒510－8601
商業勤労課（市役所 階）へ7
※受講の申し込みをする前に、必
ず申請してください。受講の申し
込み後の申請は受け付けません

■■他申請用紙は、商業勤労課、各地区
市民センター、楠総合支所で配布
する他、市ホームページからもダ
ウンロードできます
※平成27年 月末までに資格を3
取得し、実績報告書を提出してく
ださい

都市計画の変更案を作成するに当
たり、原案の縦覧および公聴会を開
催します。原案に対して意見を述べ
ることを希望する人は、事前に公述
申出書の提出が必要です。
■■時 月29日（木） 19：00から5
■■所総合会館 階 第 研修室7 2
■対象の都市計画変更原案
四日市都市計画生産緑地地区の変
更
①平成25年 月 日～平成26年4 1
月31日に、死亡、病気・けが3
などで維持できなくなった農地
や公共施設を設置する通知があ
った農地を生産緑地地区から除
外します

②生産緑地としての指定要件が満
たせなくなった農地を生産緑地
地区から除外します

■縦覧・公述申出書の提出期限
月 日（木）～22日（木）5 8
：30～17：15（土・日曜日を除く）8

■縦覧場所
都市計画課（市役所 階）4

■公述申出書の提出先 四日市市長
（〒510－8601 都市計画課）
公述申出書の提出がない場合は、
公聴会に代えて説明会を開催しま
す

■■■対市内または三重郡に在住する60歳
以上の人 ■■料無料

■火曜日（三交バス）
：30 近鉄四日市駅南乗り場発9
⇒ ：40 ＪＲ四日市駅⇒ ：459 9
老松橋北詰め⇒ ：55 本郷郵便
おい まつ ばし

9
局前⇒10：05 坂部⇒10：15ご
ろ 西老人福祉センター着

■金曜日（三交バス）
：30 ＪＲ四日市駅発⇒ ：409 9
近鉄四日市駅南乗り場⇒10：00
川島市民センター⇒10：15 坂部
⇒10：25ごろ 西老人福祉センタ
ー着

■水曜日（三岐バス）
：50 保々地区市民センター発9

（小牧町、山城駅、八千代台、あさ
けが丘、あがたハイツ経由）⇒10：
20ごろ 西老人福祉センター着

■土曜日（三岐バス）
：50 あかつき学園前発（山城9
駅、八千代台、あさけが丘、あが
たハイツ経由）⇒10：20ごろ 西
老人福祉センター着

■■■他三岐バスは、経路・時間とも今ま
でどおり。いずれも帰りは、西老
人福祉センター14：30発

■■問西老人福祉センター（西坂部町
緯326－5888）→

図書館システムと市立図書館
ホームページが新しくなりました
市立図書館（緯352-5108 胃352-
9897 月曜日、第 ・ 火曜日休館）2 4

→

求職者の資格取得を支援します
商業勤労課（緯354-8175 胃354-8307）

四日市都市計画生産緑地地区
の変更に伴う公聴会の開催

（平成25年中に行為制限の解除となった生
産緑地などの都市計画からの除外手続き）
都市計画課（緯354-8194 胃354-8404）

西老人福祉センター無料送迎
バスが便利になりました

介護・高齢福祉課
（緯354-8425 胃354-8280）



ウイルス性肝炎は、ウイルスの感
染によって起こる肝臓の病気です。
肝炎は、感染した状態を放置すると
慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行
する場合があります。今までに肝炎
ウイルス検査を受けたことのない人
は、検査を受けましょう。
■■■対市内に住民登録があり、今までに
肝炎ウイルスの検査を受けたこと
のない人

■期間 平成27年 月31日まで3
■■■所委託医療機関
■■料無料
■■申所定の申込書を、直接、健康づく
り課（市役所 階）へ。受診券を3
発行します

■■他申込書の郵送、ファクスを希望す
る場合は、同課まで連絡してくだ
さい

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。
■期間 平成27年 月31日まで3
■■■対市内に住民登録があり、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
クチンを含む）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、対象に

なりません
■■所委託医療機関
■■料無料
■■申所定の申込書を、直接、健康づく
り課（市役所 階）へ。受診券を3
発行します

■■他申込書の郵送、ファクスを希望す
る場合は、同課まで連絡してくだ
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

70～74歳の人の医療費の一部負
担金割合は、法律上 割または 割2 3
になっています。 割の人について2
は、特例措置でこれまで 割負担に1
なっていましたが、平成26年 月か4
ら以下のとおり見直されました。（後
期高齢者医療制度以外の公的医療保
険が対象となります。）
○昭和19年 月 日以前生まれの人4 1
は、特例措置の継続により「 割」1

○昭和19年 月 日以降生まれの人4 2
は、特例措置の廃止により70歳の
誕生日の翌月（ 日が誕生日の人1
はその月）から「 割」2

○現役並み所得者の一部負担金割合
は、「 割」のままで変更なし3
なお、一部負担金割合は、70歳の

誕生月（ 日が誕生日の人は前月）1
下旬ごろに送付する高齢受給者証に
記載されますので、確認してくださ
い。
また、 カ月の医療費の負担が一1

定の額を超えた場合に、申請により
払い戻される高額療養費の自己負担
限度額は、一部負担金割合が 割の2
人も、 割の人と同額になります。1
国民健康保険では該当する人に「高
額療養費支給申請書」を郵送してい
ますが、通常、通知は該当月から2
カ月後の20日すぎになります。申請
時には医療費の領収書が必要です。
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ミ ニ 報情
◆内部学童保育所 保育スタッフ募集
■勤務時間 平日14：00～18：00（日曜日・
祝日休み） 土曜日・長期休み ：00～18：008
■時給 750円（土曜日は850円）
■待遇 昇給、賞与年 回、通勤費別途支給、ユ2
ニフォーム貸与 ■■■他時間・曜日は相談に応じま
す ■■問同所 今田（緯347－4412 平日12：
00～18：30）
◆ライア・グロッケンなど音遊び
ピアチェーヴォレ

■■■対未就園児 ■■時毎月第 ・ 水曜日 10：101 3
～11：00（受け付け10：00）
■■■所三滝台公会所 ■■料子ども 人1,000円／回1
（楽器使用・材料費含む） ■■申第 ・ 月曜日ま1 3
でに、同事務局（緯090－5610－2158）へ
◆最新型通信カラオケでカラオケしませんか
■■■対月 回以上来られる人 ■■所中部マンション8
406（中部） ■■料3,000円／月
■■申事前に、電話で、佐藤（緯／胃352－8641）へ
◆ハーモニ会 会員募集
■■■時毎月第 ・ 木曜日 10：00～16：002 4
■■所文化会館 練習室
■■問同会 藤井（緯090－4163－2864）
◆ボーイスカウト募集 四日市第15団
■■■対ビーバースカウト 歳～小学 年生5 2
カブスカウト 小学 ～ 年生3 5
ボーイスカウト 小学 ～中学 年生6 2
■活動拠点 吉田神社（八王子町）
■■■他見学や体験入隊も歓迎します
■■問同会 内山（緯／胃332－5054）
◆国家公務員募集 一般職試験（高卒者試験）
■受験案内などの人事院ホームページ掲載お
よび配布 月12日（月）から5
■申込期間 インターネット： 月23日～6 7
月 日、郵送・持参： 月23日～26日2 6
■第一次試験日 月 日（日）9 7
■■■問人事院中部事務局（緯052－961－6838）
◆ＪＲ東海からのお願い
耕作地やあぜなどの野焼きの火が鉄道用地

に飛び火し、列車を止めるという事象が続けて
発生しています。野焼きをする際は、関係消防
署へ連絡の上で、火の動向をしっかり監視する
とともに、消火用水などを常に準備して、隣地
に燃え広がることのないよう火気の管理を厳
重にお願いします。
■■■問東海旅客鉄道株式会社三重支店 四日市電
気区（緯353－8816 胃351－8906）
◆ご存じですか「法テラス」
日本司法支援センター（法テラス）は、国に

より設立された公的な法人です。金銭問題、離
婚、相続、労働問題など法的トラブルでお困り
の人、どこに相談したらいいか分からない時
は、一人で悩まずにお気軽にご利用ください。
■法テラスサポートダイヤル（緯0570－
078374）
■■■問法テラス三重（緯050－3383－5470）
◆「国の教育ローン」のご案内
入学時や在学中に必要となる資金を融資す

る公的な制度です。
■■■対融資の対象となる学校に入学・在学する人の
保護者（所得制限あり）
■融資額 学生・生徒 人当たり350万円以内1
■利率 年2.35％（平成26年 月 日現在）4 1
■返済期間 15年以内
■■■他母子家庭・交通遺児家庭または世帯収入（所
得）200万円（122万円）以内の家庭は、利率、
返済期間に優遇があります
■■問教育ローンコールセンター［緯0570－008656
（ナビダイヤル）、緯03－5321－8656］

肝炎ウイルス検査を
無料で実施しています

健康づくり課
（緯354-8282 胃353-6385）

風しん抗体検査を
無料で実施しています

健康づくり課
（緯354-8282 胃353-6385）

70～74歳の人の医療機関での
一部負担金割合見直しについて
保険年金課（緯354-8159 胃359-0288）
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■■■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
ている人

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

③ＭＲＩを含む脳ドックを受診す
る人（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
用で、10,000円を限度とする

■■申脳ドック受診前に、国民健康保険
証と印鑑を持って、直接、保険年
金課（市役所３階）、各地区市民セ
ンター（中部を除く）、楠総合支所
または市民窓口サービスセンター

（近鉄四日市駅高架下）へ
■■他脳ドック受診後の申請は受け付け
できません。必ず受診前に申請し、
決定通知を受けた後に受診してく
ださい

重度障害者（児）日常生活用具給
付事業の対象用具に人工内耳用音声
信号処理装置（スピーチプロセッサ）
が加わりました。①～③の条件をす
べて満たす場合に、買い替え費用の
一部を助成します。
■条件
①身体障害者手帳（聴覚障害）を
持っている人で、人工内耳埋め
込み手術から５年以上が経過し
ている人

②装置の買い替えが医療保険の対
象にならないとき

③所得の条件を満たす人
■■他申請前に購入した装置は、助成の
対象となりません。必ず購入前に
障害福祉課までお問い合わせくだ
さい

就学援助制度においては、所得に
よって認定基準を設けていますが、
所得審査の基準が変更になりました。
■■対市立小・中学校に在学中のお子さ

んの保護者で、学校集金の支払い
など、経済的に困っている人

■■内学用品費、給食費などの一部に対
する援助

■■申新しく申し込まれる人は、各学校
または学校教育課に相談してくだ
さい。援助を受けられるかどうか
は、所得審査後、学校を通じてお
知らせします。
すでに申し込みをした人は、再度
申し込む必要はありません

■■他地区の民生委員・児童委員が家庭
訪問する場合があります

５月は、赤十字運動月間です。
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
資金となる社資募集にご理解とご協
力をお願いします。

Ｗｉ−Ｆｉ対応のパソコン、携帯電
話、携帯ゲーム機などで、インター
ネット、無線ＬＡＮが利用できます。
■■時平日 17：30～21：00、土・日
曜日 19：30～21：00（ただし、
火曜日、祝日は利用できません）

■■所勤労者・市民交流センター北館１
階（中央緑地内）

■■料無料

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）

就学援助制度の
認定基準変更のお知らせ
学校教育課（緯354-8250 胃354-8475）

日本赤十字社の
社資募集にご協力を

日赤四日市市地区
（健康福祉課内 緯354-8109 胃359-0288）人工内耳用スピーチプロセッサ

の買い替え費用を助成します
障害福祉課

（緯354-8171・8527 胃354-3016）

勤労者・市民交流センターに
フリースポット（Ｗｉ−Ｆｉ）を設置
勤労者・市民交流センター（緯347-3000

胃45-3286 8：30～20：30 火曜日休館）

→

茶室泗翠庵「立礼席」について
Ｑ＆Ａ形式でご案内します。

在立礼席とは何ですか
栽日本の伝統文化である茶道に気

軽に触れていただきながら、和
菓子と抹茶がいただける「いす
席」の呈茶席です（正座する必
要はありません）。予約なしで、
どなたでも利用できます

在茶道のマナーを知らないのです
が利用できますか

栽茶道のマナーを気にせず、気楽
に利用できます。なお、茶道の
事を知りたい人、施設見学を希
望される人は、遠慮なく係の者
へお尋ねください

在イベントなどはありますか
栽毎月第２日曜日には、全国の小

京都と呼ばれる市や町から、銘
菓を取り寄せ提供したり、毎月
第１木曜日はサービスデーとし
て、和菓子に時季のものなどを
添えてお待ちしています（いず
れも数に限りがあります）。また、
毎年２月中と８月中に萬古陶芸
作家の茶わんを選んで抹茶をい
ただく催しもあり
ます。駐車場など
詳しくは、お問い
合わせください

■■■時10：00～16：00
（入室は15：40まで）

■■料400円

茶室「泗翠庵」
立礼席のご案内
りゅう れい せき

泗翠庵［鵜の森公園内 緯／胃352-4960
月曜日休館（祝日の場合はその翌日）］

暮らしの情報



本市では、
新たな市政運
営に向けて、
平 成26年 度
の組織・機構
の見直しを行
いました。
平成26年度から変わった組織・機

構（変更部分のみ）は下記のとおり
です。
◆政策推進部・市民文化部
■国際交流業務を秘書課に移管
姉妹（友好）都市交流などの国際
交流業務を秘書課（緯354−8097
Fax354−3970）に移管しました。
■多文化共生推進室を市民生活課に
移管
日本人市民と外国人市民の共生を
推進する多文化共生推進室を市民生
活課（緯354−8114 Fax354−8316）
に移管しました。

■文化国際課の名称変更
文化国際課の名称を文化振興課

（緯354−8239 Fax354−4873）に
変更しました。
◆健康福祉部
■保護課保護第４係の新設
（緯354−8076 Fax354−8341）
保護課にこれまでの３係に加え、
保護第４係を設置しました。
■臨時福祉給付金室の新設
（緯354−8092 Fax354−8093）
臨時福祉給付金室を設置し、臨時
福祉給付金の支給事務を行います。
◆都市整備部
■公共交通推進室の新設
（緯354−8194 Fax354−8404）
都市計画課に公共交通推進室を設
置し、内部・八王子線をはじめ本市
の公共交通政策を総合的に推進しま
す。
■グループ制の見直し
公共交通推進室の設置に伴い、都
市計画課のグループを「総務・土地
利用グループ」「都市施設グループ」
「まちづくり支援グループ」に再編し
ました。

◆上下水道局
■総務課管財契約係を管財係と契約
係の２係に再編
水路使用許可などの財産管理は管
財係（緯354−8354 Fax354−8249）、
入札・契約や物品購入などは契約係
（緯354−8352 Fax354−8249）が
担当します。
■水道移設工事の一元化
下水建設課が行っていた下水道工
事に伴う水道移設工事を水道維持課
（緯354−8361 Fax354−8460）に
移管しました。
◆市立四日市病院
■総務課経理係の名称変更
経理係の名称を経営係（緯354−
1111 Fax352−1565）に変更しま
した。
■新病棟整備課の名称変更
新病棟整備課の名称を施設課（緯

354−1111 Fax352−1565）に 変
更しました。
■医事課の係制を廃止
医事課（緯354−1111 Fax354−

1218）の係制を廃止しました。

平成26年度
市役所の組織・機構
総務課（緯354-8115 胃359-0286）
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土・日曜日、祝日も利用できます
◆市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下・緯359－6521）
（住民票、戸籍、税、印鑑登録証明書発行や住民異動届、戸籍届、印鑑登録受付、市税収納など）
※転入、転居、国保加入届など平日17：00以降と土日祝日には取り扱いのできない業務があります

（10：00～19：00 ただし、火曜日は休業）

市ホームページ http://www5.city.yokkaichi.mie.jp

市の情報発信市の情報発信源源

内容（予定）
1日（木）～10日（土）市内のお出かけスポット～北部編～
11日（日）～20日（火）四日市けいりんに行ってみよう！
21日（水）～31日（土）多文化共生の取り組み

放送時間（20分間） 毎日 ９：00・19：30

「人権を確かめあう日」（ 分間）5
毎月22日
５月は7：30・13：00・16：30・18：30

「なるほど！ 防災」（ 分間）5
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

「よっかいち わいわい人探訪！」（ 分間）5
日曜日 14：00・17：30
…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」（ 分間）5
土曜日 19：54
…ポルトガル語による市からのお知らせ

四日市けいりん

本場…５月13・14・15日
場外発売…５月３・４・５・６・12・13・14・15・16・

17・18・22・23・24・25・26・27・29・30・31日
（払い戻しは、開催日を除いた土、日、祝・休日にはできません）

※番組DVDを市政情報センタ
ー、図書館（自動車文庫を含
む）、楠公民館図書室、あさ
けプラザ図書室で貸し出し
ています。博物館では視聴で
きます

Ａ＝ 9：00～12：00 Ｄ＝ 9：00～16：30
Ｂ＝13：00～16：30 Ｅ＝13：00～21：00
Ｃ＝17：30～21：00 Ｆ＝ 9：00～21：00
中央緑地体育館（緯345−4111）
バドミントン 5/9A 5/12・19・26C

5/2・16・20・27D
5/15E

卓球 5/8B 5/13・23D
バスケットボール 5/8C 5/22E
バレー・ソフトバレーボール 5/14・28D 5/1E 5/7F
中央緑地第２体育館（緯345−4111）
バドミントン 5/8・13・23B 5/28E
卓球 5/1・2・9・12・15・16・19・22・29・30B

5/5C 5/7・21・27E
バレー・ソフトバレーボール 5/14・20E
四日市ドーム（緯330−3131）
グラウンドゴルフ 5/23D 5/1F
あさけプラザ体育館（緯363−0123）
バドミントン・卓球 5/3・10・24・31A（9：30から）・B
四日市ドーム・あさけプラザは月曜日休み

→ →



急な病気やけがのとき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
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★母子健康手帳・健康診査票・予防接種予診票など手元にない場合は、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

◯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

申し込み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６日６月20日（金）

9：30～12：00

出産予定日９月12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３日（火）
■■■定35人

5～8カ月児乳幼児食教室
（講話と調理実演など）

※乳児同伴も可 ６月10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23日

６月20日（金）
13：30～15：30

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）

受講希望日時、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
ぎた人は教室を受講できません。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17日・24日（火）
10：00からのみ

６月27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
※抽選の結果は、申込者全員
に連絡します

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26日（月）
9：30～11：00

乳幼児育児相談

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

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）

＜日本脳炎予防接種について＞
平成７年４月２日〜平成19年４月１日に生まれた人は、20歳未満まで日本脳炎第Ⅰ期・第Ⅱ期
を接種することができます。未接種の人は連絡してください。

ポリオ ＢＣＧ 日本脳炎
三種混合 二種混合 四種混合

麻しん、風しん混合
Hibワクチン

ヒブ

小児用肺炎球菌ワクチン
子宮頸がん予防ワクチン

けい

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26年４月１日から水ぼうそうとおたふくかぜの予防接種費用一部補助が開始されました。１〜４歳の人が対象で、3,000円までの補助
です。接種前に必ず申請してください



急な病気やけがのとき受診可能な医療機関を、24時間案内
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◎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（社）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）

緯354－8440

毎日 19：30～23：30 ■担当 小児科医師
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

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

三重北勢健康増進センターで、運動実践指導・トレーニングジムをご利用の前に受けていただいていました、「健康
度測定」、「総合体力測定」は、平成26年５月末で廃止となります。運動実践指導・トレーニングジムは、当分の間ご
利用いただけますが、運動実践指導などの利用期間が切れた場合には、手続きが必要となりますので、お問い合わせ
ください。
なお、ランニングトラックおよびランニングトラック内フィールド、温水プール、グラウンドゴルフ場、会議施設、
休養施設、軽運動室は今までどおりご利用いただけます。
※プールの天井崩落防止のための工事が平成26年３月末で完了し、現在、通常どおりご利用いただけます。工事中は大変ご迷
惑をおかけしました

※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

四日市市不妊治療費助成制度が変わります ■■■問こども保健福祉課 緯354-8083 胃354-8061
特定不妊治療費助成の制度改正に伴い、本市の不妊治療費助成についても、平成26年度申請（治療開始日が平成26年４
月１日以降）から、以下の通り改正します。詳しくは、こども保健福祉課までお問い合わせください。

申請期限治療内容助成回数助成上限額所得制限年齢制限

治療を受けた
年度の翌年度
の初日から起
算して２年間

特定不妊治療
（体外受精・顕
微受精）、保険
診療分（高額
療養費などを
除いた自己負
担額）

通算５回
１年度１回

10万円
（不妊治療に要した
費用の1／2）

なしなし旧 制 度

通算６回
（年間制限なし）

10万円

あり

39歳以下
夫婦合算所得
400万円未満改

正

後

通算３回
（年間制限なし）40歳以上

通算５回
（１年度１回）10万円

（不妊治療に要した
費用の1／2）

39歳以下夫婦合算所得
400～730万円

未満 通算３回
（１年度１回）40歳以上

助 成 対 象 外730万円以上

こころ、難病、感染症の相談・検査 ■■■料無料 ■■問保健予防課 緯352-0594・0596 胃351-3304
場 所日 程 ・ 時 間相 談 ・ 検 査 項 目

総合会館5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９日・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）結核相談・エイズなどの相談・難病相談

総合会館5階５月７日・14日・21日・28日（水）13：00～15：00
５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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人口 312,359人（－497人） 男 155,168人・女 157,191人 世帯数 131,201世帯（＋1,189世帯） 平成26（2014）年３月末日現在（前年比）

→ →

現在、義務教育の小・中学校にお
いて無償で配られている教科書は、
かつては有料であったことをご存じ
ですか。
無償となったのは、当時の民主化

運動や同和地区の解放運動の影響が
大きく、昭和37年に無償化に関する
法律が制定されたことによります。

【子どもに十分な教育を】
きっかけの一つとなった解放運動

の背景には、同和地区に対する厳し
い差別がありました。多くの人たち
は不安定な仕事にしか就くことがで
きず、子どもに教科書を買うことも
ままならないほど生活が苦しい状況

におかれていました。
そんな中でも、母親たちは働く傍

ら、学校の教師と学習会を自主的に
開いていました。その会で、憲法第
26条に「義務教育はこれを無償とす
る」とあることを学び、誰もが等し
く教育を受けられるという、当たり
前の人権が守られていないことに気
付きました。
それが、教科書無償化を求める運

動へとつながっていったのです。
【人権意識で住みよい社会に】

皆さんは普段の生活の中で、不合
理な決まりや制度だと感じていて
も、「仕方がない」とあきらめてしま

っていることはありませんか。
教科書無償化運動のように、身近

なところから人権について考え、行
動することが、大きく社会を動かし、
それにより、新しい仕組みなどが整
えられ、誰もが住みよい社会になっ
ていくのです。

■問い合わせ先
人権・同和政策課

（緯354−8293 胃354−8611）

人権のひろば～人権・同和教育シリーズ～
「教科書無償化運動から

人権を考える」

午前＝ ９：00～12：00 午後＝13：00～16：00 祝・休日を除く相相 談談
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
7人

1（木）・ 8（木）・15（木）・
22（木）・29（木）

354－8153

弁護士相談 ※3
12（月）・19（月）・
26（月）司法書士相談 ※3※4
20（火）行政書士相談 ※5
13（火）公証相談 ※6

予約制6人21（水）社会保険労務士相談 ※7
20（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
13：00～15：009（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14（水）・28（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

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３階発達総合支援室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
9：00～16：00火～土曜日

354－8335
電話相談

女性の
ための 面接相談（要予約）

18：30～20：307（水）・14（水）・21（水）・28（水）夜間電話相談

市役所北館５階（公財）四日市市文化まちづくり財団
四日市国際交流センター

9：00～17：00毎日（火曜日、祝日を除く）
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
13：00～15：0011（日）（要予約）出入国・在留手続き相談

※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

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、贈与、登記、金銭トラブルなど
※5 許認可、遺言・相続・契約での書面の作成相

談、後見など
※6 公証人による遺言、相続、契約など
※7 年金、社会保険、労働問題など
※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、公証、社会保険労務士相談
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

総合会館３階
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