回 覧
四日市市社会福祉協議会では、「四日市市福祉教育大学」を開講し、福祉の基礎知識や専
門知識を勉強できる様々な講座を通じ、ふだんのくらしをしあわせにしていくための活動を考
えていく「福市民」を養成しています。
今回は、福祉や市民活動の基礎知識を学ぶ「四社協福祉ゼミナール」の受講生を募集しま
す。実践されている地域活動・ボランティア活動の事例をもとに、四日市市に必要な地域福祉
活動について一緒に考えてみましょう！
日時
１ 9/12(木) 14:00～
２ 10/10(木) 14:00～
３ 11/15(金) 14:00～
４ 12/12(木) 14:00～

５ 1/16(木) 14:00～
６ 2/13(木) 14:00～

内容
場所
開講式＆「
開講式＆「福祉活動
＆「福祉活動による
福祉活動による学
による学びと社会参画
びと社会参画の
社会参画の意義」
意義」
大阪教育大学 新崎 国広 氏
新たな福祉
たな福祉コミュニティ
福祉コミュニティづくり
コミュニティづくり
ボランタリズム研究所所長 岡本 榮一 氏
じばさん三重
ボランティア活動
・
ボランティア活動とは
活動とは 皇學館大学 守本 友美 氏
四日市市
活動事例「
活動事例「生涯学習から
生涯学習から市民福祉活動
から市民福祉活動へ
市民福祉活動へ
文化会館
～ゼミナールでの
ゼミナールでの学
での学びを実践
びを実践につなげよう
実践につなげよう」
につなげよう」
他
大阪教育大学 新崎 国広 氏 ＆ 実践活動者
「福祉のまちづくりをめざして
福祉のまちづくりをめざして私
のまちづくりをめざして私たちが今
たちが今できること」
できること」
大阪教育大学 新崎 国広 氏
福市民のつどい
福市民のつどい

定員 各回５０名（申込多数の場合は抽選） 参加費 無料
※１回のみの受講も可能ですが、全６回に参加希望者を優先させていただきます。
申込方法 四日市市社会福祉協議会へ電話、ＦＡＸ、メール等でお申込みください。
※３回以上受講された方には修了証書を交付し、「福市民」として登録いたします。
【問合せ先】四日市市社会福祉協議会 地域福祉係 Ｔ Ｅ Ｌ: ３５４－８１４４
Ｆ Ａ Ｘ: ３５４－６４８６
Ｅメール: n-noda@m5.cty-net.ne.jp

第 ９ 号
平成２５
平成２５年
２５年 ８月 ５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
市・県民税 第２期分

納期限 ９月 ２日（月）

《 行 事 予 定 》
8/ 26 【月】よっかいち・はつらつ健康塾！

（海蔵地区市民センター）

７月１１日（木）、四日市市文化会館にて平成２５年度四日市市民生委員児童
委員大会が開催され、次の方が表彰されました。

【四日市市民生委員児童委員協議会連合会会長表彰】
四日市市民生委員児童委員協議会連合会会長表彰】
森 千惠さん
曽根 美千代さん
伊藤 眞理子さん
水谷 敏一さん
仲尾 泰史さん

■アンケート実施期間 ８月５日（月）～３０日（金）
【問合せ先】 広報広聴課（ＴＥＬ： ３５４－８２４４ ＦＡＸ： ３５４－３９７４）
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広聴イメージキャラクター
「きくゾー」

（三ツ谷東町）
（清水町）
（西阿倉川二区）
（万古町）
（みゆきヶ丘二丁目）

７月１６日（火）、四日市都ホテルにて三重県自治会連合会 第５０回定期総
会が行われ、次の方が表彰されました。

【三重県共同募金会長表彰
三重県共同募金会長表彰】
会長表彰】
太田 南海雄さん （西阿倉川四区）
山中 秀昭さん
（本郷町一区）

【三重県自治会連合会長感謝状】
三重県自治会連合会長感謝状】
水谷 重信さん

四日市市では、行政上の課題や市民生活上の問題点などについて、市民の皆様のご意
見やご要望を幅広くお聴きしながら、その結果を市政に反映させることを目的として、毎年、
市政アンケート調査を実施しています。
この調査は、満２０歳以上の方から無作為に抽出した５，０００人
の方々にお願いするものです。
回答については思ったまま、感じたままにお答えください。
調査の趣旨をご理解いただき、市政アンケートにご協力ください。

13:30～15:00

（西阿倉川二区）

８月１５日は終戦記念日です。当日正午から１分間の黙祷をささげましょう。そし
てこの機会に、平和と命の尊さについて考えてみましょう。
毎週火曜日

海蔵地区 福祉の家

８月の自動車文庫はお
自動車文庫はお休
はお休みです
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9:30～10:30

７月２７日（土）に、海蔵小学校体育館にて、第５２回海蔵地区子ども会育成者連絡協議会
主催のドッジボール大会が開催され、次のチームが入賞しました。おめでとうございます！
また、男女各優勝チームと男子準優勝チームは、８月２５日（日）に四日市ドームで開催される
ＣＴＹカップ四日市市少年少女球技大会に出場します。選手のみなさん頑張ってください！

〈男子の部〉

〈女子の部〉

優勝

ビックボーイズ★
（万古町）
準優勝 西２．１３スネーク
（西阿倉川二区）
3位
清水寺２０１３
（清水町）
3位
ウエストⅠ☆ウエストⅢ
（西阿倉川一区＆三区）

優勝

リトルスターズ☆
（西阿倉川一区＆五区）
準優勝 イーストワンガールズ
（東阿倉川一区）
3位
Miracle☆Girls
（清水町）
3位
西２フライングゲット
（西阿倉川二区）

内部八王子線の存続活動にご協力いただきましてありがとうございます。四日市市
と近鉄との交渉が大詰めを迎えています。つきましては、内部八王子線の利用促進・
路線存続のための集いを開催させていただきますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひ
ご出席ください。
記
日時
８月２５日（日） １３：３０～１５：００
場所
四日市市立南中学校
多目的会議室
（近鉄内部線 追分駅下車 徒歩３分）
内容
各種団体からの活動報告（自治会・議員連盟・市民団体・高校）
決議文採択
※会場へお越しの際は、できるかぎり内部・八王子線をご利用ください。
【主催・
主催・問合せ
問合せ先】 ナローゲージ応援団
ナローゲージ応援団
四日市市自治会連合会 ＴＥＬ ３５４－８２８７
四日市市議会近鉄内部八王子線存続活動推進議員連盟 ＴＥＬ ３５４－８２５７

子育てに関心のある男性を対象に「父親の子育てマイスター」養成講座を実施します。男女
共同で子育てをすることに関心のある方を募集します。講座及び体験型の６回の講座を修了さ
れた方を「父親の子育てマイスター」に認定します。また、「父親の子育て相談員」としてお願い
することもあります。（※マイスターとは、名人、巨匠、親方、師匠といった意味です。）
日 付
時 間
１ 9/28（土）13:00～16:15
２ 10/26（土）
３ 11/16（土）
４ 12/ 7（土）9:30～11:30
５ 1/11（土）
６ 2/22（土）

内 容
講演（講師：徳倉康之氏）
妊婦さん体験
子どものおやつ作り
子育て支援センターであそぼう
講演（講師：榊原輝重氏 他）
パパトーク発表、マイスター認定式

場 所
勤労者・市民交流センター
勤労者・市民交流センター
楠公民館 調理室
橋北子育て支援センター
勤労者・市民交流センター
本町プラザ

対

象 市内在住の１８歳以上の男性

定

員 ２０名程度（応募多数の場合は抽選） 申込締切 ９／１３（金） 料

７月１４日（日）、中央緑地公園にて第
５０回記念四日市市消防団消防操法競技大
会が開催されました。
海蔵分団団員のみなさんは、ご自身の仕
事を持ちながら訓練を重ねています。大会
当日は、日頃の訓練の成果を発揮し、敢闘
賞を受賞されました。おめでとうございま
す。

※各回、講義や体験の後、パパトークがあります。
金 無料

申込方法 名前・住所・電話番号・託児の有無をこども未来課までご連絡ください。
電話、郵送、ファックス、Ｅメールでも受け付けております。
※託児は事前の申し込みが必要です。（対象年齢：１０ヶ月～就学前まで）
チラシはこども未来課、こども保健福祉課、保育園、幼稚園、男女共同参画センター他で配
布しております。また、広報よっかいち７月下旬号、市ホームページでもご覧いただけます。

こども未来課
こども未来課 子育て
子育て支援係 〒５１０－００８５ 四日市市諏訪町２番２号
ＴＥＬ：３５４－８０６９
ＦＡＸ：３５４－８０６１
Ｅメール：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
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８月の月刊誌を
月刊誌を購入しました
購入しました。
しました。ぜひ読
ぜひ読んでくださいね！
んでくださいね！

こどものとも

ちいさなかがくのとも

✿るーきったん
✿ヤドカリだんちのなみでんしゃ

✿とんとんとん おとがしますか

たくさんのふしぎ

かがくのとも

✿海に咲く花 ウミショウブ

✿ネコジャラシはらっぱ
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