ひとりで悩
ひとりで悩まずにご相談
まずにご相談ください
相談ください
～みなさんは「人権擁護委員」をご存知でしょうか～
人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で、地域や町の皆さんのために日々、
人権相談・人権啓発活動などに取り組んでいます。
人権についてお困りやお悩みの際は、私たちのまちの人権擁護委員にご相談下さい。
◆海蔵地区担当の人権擁護委員は、
上野 尚子（うえの なおこ）さんです。（ＴＥＬ ３３３－１３８６）
～特設人権相談の実施について～
◆ ６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。この「人権擁護委員の日」に合わせ、
特設人権相談を実施します。予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。
また、人権擁護委員の活動を紹介するパネルなどの展示も行います。
日
時：６月１日（土）１０：００～１２：００
１３：００～１６：００
場
所：イオン四日市尾平店１階 東側エスカレーター付近
問合せ先：人権センター ＴＥＬ 354―8609、ＦＡＸ354－8611（日・祝日休館）へ

応募資格
◦家族による 3 人以上のアンサンブル（合奏、合唱など）
◦家族とは、代表者の配偶者、代表者からみて祖父母・父母・兄弟・姉妹・子・孫
おじ・おば・いとこ（すべてその配偶者を含む）まで
◦年齢制限はありません
◦ジャンルは、クラシック、ポピュラーなど
◦プロ奏者は 1 人のみ参加を可とし、家族に限ります。
※プロ奏者とは、職業演奏家とします
応募方法
◦応募期間内に参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および必要資料を
下記実行委員会まで送付してください。
◦参加料／1 グループにつき 4,000 円
◦応募締切／7 月 17 日（水）（必着）
審査
◦予選 8 月 8 日（木）資料による審査（非公開）
◦本選 開催日／10 月 20 日（日） 会場／四日市市文化会館第１ホール
賞および副賞
◦文部科学大臣賞（グランプリ）100 万円、第 2 位 50 万円、第 3 位 30 万円
その他にも賞があります。
申込み・問合せ先
◦全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市 文化国際課内）
〒510－8601 四日市市諏訪町 1－5 TEL354－8239 FAX354－4873
ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/index.html
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp
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回 覧
第 ４ 号
平成２５年
２５年 ５月 ２０日
２０日
海蔵地区市民センター
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－
３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－
３３０－０２２２

海蔵地区ホームページ
海蔵地区ホームページ http://www.kaizotiku.org

絵本の読み聞かせ

６月 １１日（火） １４：３０～

かいぞう文庫

昨年に続いて、“子ども達が元気に成長
するように”と海蔵地区社会福祉協議会環
境部主催により、海蔵幼稚園、海蔵保育園、
海蔵学童保育所の子どもたちが手作りした
『かわいいこいのぼり』が４月２１日から
５月５日まで昨年の作品と共に海蔵川菖蒲
園付近に揚げられました。
大空に色とりどりの手作りこいのぼりが
勇壮に泳ぎ海蔵川を彩りました。
✿主催 海蔵地区社会福祉協議会 環境部✿

毎週火曜日 海蔵地区 福祉の家
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13：00～14：00

５月１２日（日）海蔵川桜まつり写生大会の表彰式が、海蔵地区市民センターで行わ
れました。応募作品９３点の中から次の方々が、各賞に選ばれました。おめでとうござ
います。

特

選
瀬古
須藤
東口
田中

紅葉
清規
侑磨
裕也

（津田三滝幼年長）
（海蔵小２年）
（海蔵小４年）
（大谷台小６年）

兼久
藤田
兼久

勇志 （海蔵小１年）
結
（浜田小３年）
輝美 （海蔵小５年）

中日賞
川原 優花 （羽津文化幼年中）
高曽根真基 （海蔵小４年）

土井 大夢 （海蔵小１年）

入選
森
松井
藤岡
濱武

優梨亜（海蔵幼年長）
勇翔 （海蔵小２年）
那瑠 （海蔵小４年）
賢昌 （海蔵小４年）

吉田
佐藤
名越
松崎

利駈
郁弥
愛夏
杏香

（海蔵小３年）
（海蔵小１年）
（海蔵小４年）
（羽津中１年）

衣真
蒼大
大斗
智也
楓
珠理
友乃
央一

羽田
佐藤
近藤
中山
木村
小林
西川

愛翔 （海蔵小２年）
航大 （海蔵小２年）
咲南 （海蔵小１年）
希歩人（海蔵小１年）
みさと（海蔵小１年）
龍成 （海蔵小４年）
航平 （海蔵小４年）

佳作
松崎
佐藤
濱武
田中
谷口
谷口
菅野
木全

（羽津小２年）
（海蔵小２年）
（海蔵小２年）
（大谷台小１年）
（海蔵小１年）
（海蔵小５年）
（大谷台小４年）
（海蔵小４年）

対象者・・・市内在住または在勤、２０歳以上の人（心臓病・不整脈、運動制限のある
人は要相談。主治医等が運動不可と判断した場合はご参加いただけませ
ん。）
・日 時・・・6 月 29 日、7 月 6 日、13 日、20 日 （土曜開催／4 回シリーズ）
午前コース 9：30～11：30 または
午後コース 13：30～15：30
場 所・・・四日市市勤労者・市民交流センター 本館 1 階 多目的ホール
四日市市日永東 1 丁目 2－25（中央緑地公園内）
内 容・・・短期間集中！
運動習慣の定着・食習慣の改善！！
あなたをステキに！かっこよく！導く講座（講義と運動実技）です。
定 員・・・午前コース・午後コース各 50 人
(応募多数の場合は各コース毎で抽選)
料 金・・・１０００円
申し込み方法・・（期日）6 月 12 日（水）まで
（方法）健康づくり課窓口または、電話、ファックス、はがき
（必要事項）
講座名、希望コース、郵便番号、住所、名前、生年月日、
電話番号、心臓病・不整脈の有無、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、運動制限の有無
申し込み先・問い合わせ先
〒510－8601 諏訪町１－５
四日市市役所 健康づくり課 健康づくり係
電話 354－8291
FAX 353－6385

地区社協からのお
地区社協からのお詫
からのお詫び
5 月 5 日号のかいぞうセンターだよりに「街角花いっぱい運動」
コンクール結果「公園花壇の部」優秀賞を「しらさぎ公園」と掲載しましたが、
正しい名称は「清水フラワーサークル」でした。訂正してお詫び申しあげます。

予告
かいぞう文庫の４０周年を記念して、幼児・小学生を対象とした「こんな本読ん
だよ」文・詩・絵コンクールを開催します。応募者全員に参加賞があります。
また、優秀作品に選ばれた方には図書券をプレゼントいたします。
応募いただいた作品はすべて海蔵地区文化祭期間中に展示します。詳細は 7 月下
旬号のセンターだより等で発表いたします。
対象図書は自由です。素敵な本との出会いがありましたら、ぜひご応募ください！
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自動車文庫のお
自動車文庫のお知
のお知らせ
6/14（金）阿倉川町
6/14（金）東阿倉川１区

10:10～10:40 ピアゴ北側駐車場
10:50～11:20 住友電装阿倉川寮
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