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自治会、ＮＰＯ等の市民団体と行政との協働を促進するため、市民団体からの委託事業
提案を募集しています。
詳しくは、地区市民センターに置いてある募集要項でご確認ください。市のホームペー
ジからもダウンロードできます。【ＵＲＬ http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/ 】
問合せ先：四日市市役所５階 市民文化部 市民生活課 市民活動安全係
ＴＥＬ３５４－８１７９（平日 ８：３０～１７：００）

海蔵地区ホームページ
海蔵地区ホームページ
市民税・
市民税・県民税 第３期

かいぞう地区

検索

納期限 １０月
１０月 ３１日
３１日（木）

予選を勝ち抜いた１５家族が四日市を舞台に腕を競い合います。個性輝く演奏による
音楽コンクールに是非みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
日 時１０月２０日（日）

開場１２：２０

場

所

開演１３：００

料 金

文化会館

第１ホール

無料（入場整理券が必要）

♪入場整理券は、各地区市民センター、楠総合支所、文化会館、あさけプラザ、文化国
際課にて配布しています。（お一人につき２枚まで）
問合せ先：四日市市役所 文化国際課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

無料

『高齢者にやさしい
高齢者にやさしい海蔵
にやさしい海蔵のまち
海蔵のまち』
のまち』委員会

住み慣れたまちで、いつまでも健康に過ごせるよう、一緒に楽しく体を動かしませんか。
どなたでも簡単、気軽にできる体操です。皆様のご参加心よりお待ちしております。
簡単な体操（イスに座ってでも大丈夫！！） 四日市ヘルスリーダー
海蔵在宅介護支援センター職員
健康に関するお話
日程
場所
時間
準備物
１０月２８日（月） 西阿倉川公民館
１０：００～１１：００
１１月２５日（月） 海蔵南公会所
※動きやすい服装、飲
１２月 ９日（月） 海蔵地区市民センター
１３：３０～１５：００
み物を持参の上、お越
１２月１６日（月） 三ツ谷公会所
しください。
１０：００～１１：００
１月２７日（月） 野田公会所
３月２４日（月） みゆきヶ丘１丁目集会所
※海蔵地区市民センターでの開催は、イキイキ教室と合同開催となります。
『高齢者にやさしい
高齢者にやさしい海蔵
にやさしい海蔵のまち
海蔵のまち』
のまち』委員会
海蔵地区連合自治会
海蔵地区民生委員児童委員協議会
海蔵地区市民センター
四日市市北地域包括支援センター

海蔵地区社会福祉協議会
海蔵地区連合若生会
四日市市役所 介護・高齢福祉課
海蔵在宅介護支援センター

【問合せ先】 海蔵地区市民センター
ＴＥＬ３３１－３２８４
海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ３３３－９８３７
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申込み受付中です！締切日にご注意ください。
申込締切日
会場
日程
時間
検診内容
胃がん検診
１２/ ２（月）
大腸がん検診
１１/１１（月）
１２/ ３（火） 午前又は午後
子宮頸がん検診
海蔵地区
１２/ ４（水）
乳がん検診
市民センター
胸部検診
１１/２５（月）
午後
１１/ ５（火）
（結核・肺がん）
※詳しい内容については、広報よっかいち５月下旬号別冊をご覧ください。

おおむね６５歳以上の方を対象に、介護予防のための健康知識を学んでいただく「よ
っかいち・はつらつ健康塾！」を開催します。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
平成２５
平成２５年度実施日
平成２６年
２５年度実施日
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
日程
２８日（月）１８日（月）１６日（月）２７日（月）２４日（月）２４日（月）
話の内容 ウォーキング

在宅介護支援
センターより

低栄養

転倒予防

口腔機能

認知症予防

【場 所】海蔵地区市民センター
【問合せ先】四日市市北地域包括支援センター
【時 間】１３：３０～１４：３０
ＴＥＬ ３６５－６２１５
【参加費】無料（申込み不要）
毎週火曜日

海蔵地区 福祉の家

10:00～11:00

自動車文庫のお
自動車文庫のお知
のお知らせ
10/23（水）海蔵地区市民センター 10:00～10:30
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センター駐車場

✿日 時✿ 11 月 1 日【金】〔雨天決行〕
雨天決行〕
日用品・文房具・雑巾・手作り品・
９：００～
００～１１：
１１：００
ジュース・パンなどを販売します。
（８：５０より
５０より整理券配布
より整理券配布）
整理券配布） ✰フリーマーケットもあります。
✰収益金は全て園児の為に使わせて頂きます。
✿場 所✿ 海 蔵 幼 稚 園

相続・贈与・売買などの登記、担保権設定・抹消等の登記、債務整理手続き、簡易裁判
所の訴訟・民事調停手続き、成年後見手続きやその他一般的な法律に関する相談に、無料
で応じます。
■日 時 １０月２６日（土） １０：００～１５：００
■場 所 じばさん三重 ５階 情報交換室２

❁手作り
手作り品❁ 手さげ袋、上靴袋、巾着袋、マスク、ランチマット、エプロン＆三角巾、シュシュ
❁日 用 品❁ 石鹸・各種洗剤・鍋・食器類・タオル・文房具など未使用の物、
新品タオルで作った雑巾

収集日時

１０月２５日（金）１５：００～１７：００

収集場所

職員室

【問合せ先】海蔵幼稚園 ＴＥＬ３３１－６９８６
収集日、バザー当日、ともに駐車場はありません。
徒歩または自転車でお越しください。

■申込み
申込み 予約不要。直接会場へお出かけください。
■その他
その他 毎週、月曜日（祝・休日を除く）の 13:00～16:00 に、市役所１階の市民相談コーナー
で司法書士相談を行っています。但し予約制で、相談をご希望の方は、平日 9:00～
12:00、13:00～16:00 に電話（354-8153）か面談（市民相談コーナー）が必要です。
■問合せ
問合せ先 三重県司法書士会 四日市支部
市民・消費生活相談室

舘 ＴＥＬ３５１－５３３０
ＴＥＬ３５４－８１４７

海蔵地区市民センター
海蔵地区市民センターへの
センターへの駐車
への駐車は
駐車はしないでください。
しないでください。

受付期間：１０月１５日（火）～１０月３１日（木） ９：００～１６：００（土・日曜日を除く）
対象児童：５歳児(平成２０年４月２日～２１年４月１日生まれ)
４歳児(平成２１年４月２日～２２年４月１日生まれ)
保 育 料：月額６，９００円（改定する場合もあります。）
申込み先：入園を希望する幼稚園
問合せ先：各幼稚園 又は 保育幼稚園課 ＴＥＬ３５４－８１７２
※詳しい内容については
内容については、
については、広報よっかいち
広報よっかいち８
よっかいち８月下旬号をご
月下旬号をご覧
をご覧ください。
ください。

毎年恒例となりました、海蔵・三滝川堤防の清掃奉仕活動を「身近な自然を体験する
県民デー」に併せて、本年も開催します。
海蔵・三滝川の堤防清掃、桜の枝切りを実施することで、地域住民同士のふれあいと
自然を大切にする心や郷土を愛する心を培うことを願っています。
【実 施 日】１１月
１１月３日（日）９：００～
００～１１：
１１：３０
小雨決行、雨天順延１１月４日（祝）
※小雨時、決定の判断は当日７：３０に各自治会長・団体長に連絡します。

【問合せ
問合せ先】海蔵地区市民センター
海蔵地区市民センター ＴＥＬ３３１
ＴＥＬ３３１－
３３１－３２８４
３２８４
―海蔵地区社会福祉協議会 環境部―

受付期間：１０月１５日（火）～１０月３１日（木）９：００～１６：００（土曜日の午後と日曜日を除く）
対象児童：保護者の就労や病気などのために、家庭で保育を受けられない児童
保 育 料：児童の年齢と保護者の平成２５年分の所得税額に応じて決定
申込み先：第一希望の保育園
問合せ先：各保育園 又は 保育幼稚園課 ＴＥＬ３５４－８１７２
※詳しい内容
しい内容については
内容については、
については、広報よっかいち
広報よっかいち９
よっかいち９月下旬号をご
月下旬号をご覧
をご覧ください。
ください。

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は、電気設備点検のため、臨時休業いた
します。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

１１月
１１月

２日（土） 終日
３日（日） 終日

【四日市市役所 市民課】ＴＥＬ ３５４－８１５２／
／３５９－６５２１
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特定非営利活動法人 大谷台学童保育会

放課後の子供たちとの時間を
楽しく有意義に過ごしませんか？
【勤務時間】１２：３０～１８：３０ ◍２時間～６時間 程度
◍週２日以上（要相談）
【時
給】８００円
【問合せ先】大谷台学童保育会（事務局 三和） ＴＥＬ３３３－２２６０
四日市市大谷台一丁目２０４番地（大谷台小学校敷地内）
大谷台学童保育会ホームページ
http://www5.cty-net.ne.jp/~otani-gakudo/
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