回 覧

『傾聴同好会』は、高齢者の方々を中心に“傾聴”の普及拡大を進める一方、精神的
ストレスを抱えている方への対応も図っております。多くの方々に関心をもっていただ
きたく、講座を開催しますので、ぜひご参加ください。
【 講座内容
講座内容 】
講師
日程
テーマ
傾聴ボランティアとして 傾聴同好会 代表 開発 道代
１２/
１２/ ２ 傾聴ボランティアとして
（火）
こころを受
こころを受けとめる電話
けとめる電話 認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 研修担当理事 野殿 照子
精神保健行政の現状」
現状」 四日市市保健所 保健予防課副主査 牧之瀬 寛子
１２/
１２/ ９ 「精神保健行政の
（火） 「精神障がい
精神障がい者
がい者の家族として
家族として」
として」 NPO 三重県精神保健福祉会（さんかれん） 理事長 山本 武之
「今日から
１２/
今日から私
から私も『心の 医療法人安仁会 水沢病院 精神保健福祉士 和田 正子
１２/１７
バリアフリー宣言
宣言』」
バリアフリー
宣言
』」
（水）
会場：あさけプラザ 第４、第５会議室
時間：１３：００～１５：３０
定員：５０名
申込締切：１１月１０日（月）
申込締切：１１月１０日（月）※定員になり次第終了
後援：四日市市保健所 四日市市社会福祉協議会 認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会
NPO 三重県精神保健福祉会(さんかれん) 医療法人安仁会 水沢病院
申込方法 受講者の名前（ふりがな）、年齢、住所、電話番号を明記の上、郵送または
FAX で下記までお申込みください。
【申込み・問合せ先】〒５１２－１２１６ 桜花台１－３２－６ 和島 弘治
TEL・FAX：３２６－８６３４

いつまでも元気でイキイキとした生活が送れるように、
介護予防に関する知識を学ぶ教室です。

◆場

所◆

三ツ谷公会所

◆内

容◆

高齢期の食生活

◆対

象◆

おおむね６５歳以上の方

海 蔵 地 区 ホ ー ム ペ ー ジ http://kaizotiku.org/
かいぞう地区

筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの

◆問合せ先◆

海蔵在宅介護支援センター

＊＊＊動きやすい服装でお越しください
＊＊＊動きやすい服装でお越しください＊＊＊
動きやすい服装でお越しください＊＊＊
参加費無料、申し込み
申し込み不要です。
参加費無料、
申し込み不要です。当日、直接会場へお越しください。
不要です。当日、直接会場へお越しください。
３３３－９８３７

検索

毎週火曜日 海蔵地区 福祉の家 10:00～11:20
海蔵地区市民センターで実施する集団検診の締切が
近づいています。お早目にお申し込みください。
日程
時間
検診内容
申込締切日
１１月１０日（月）
午 後 胸部検診（結核・肺がん） １０月
１０月１５日
１５日（水）
午 前 胃がん検診
１１月２６日（水）
１０月
１０月３１日
３１日（金）
２７日（木） 午前・午後 大腸がん検診
※２６日の胃がん検診
乳がん検診
のみ、定員超のため
２８日（金）
受付を終了しました
午 後 子宮頸がん検診
※詳しくは、広報よっかいち５月下旬号別冊をご覧ください。
（マンモグラフィ）

二年に一度の海蔵地区連合運動会が開催されます！当日券で参加できる競技も
ありますので、お気軽にご参加ください。開会式にて、閉会式で行うお楽しみ抽
選会の抽選券をお配りします。豪華賞品が当たるかも…？
その他、バザーや飲食物の模擬店もあります。かいぞう文庫では、古本をリサ
イクル図書として皆様に無料でお譲りします。
※開催の場合は、７：００に
日時：１１月２日（日）８：３０
日時：１１月２日（日）８：３０～
：１１月２日（日）８：３０～
花火でお知らせします。
＊雨天順延＊１１月９日（日）
＊雨天順延＊１１月９日（日）
場所：海蔵小学校グラウンド

◆持 ち 物◆
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第 １３ 号
平成２６
平成２６年
２６年 １０月
１０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

◆当日券の配布について◆
開会式後、９：００より参加賞配布のテントでお渡しします。玉入れ・綱引
き・大玉ころがしの他、大人気のパン食い競争も若干ですが当日券があります！
＊海蔵地区社会福祉協議会＊
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市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は電気設備点検作業のため、臨
時休業いたします。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いしま
す。
【問合せ先】市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２／３５９－６５２１

防災訓練の一環として、海蔵地区市民センターのサイレン吹鳴を次のとおり実施しま
す。訓練のための吹鳴ですので、お間違えのないようにご注意ください。

繰り返しなし

対 象：市内在住の５歳児、４歳児（平成２１年４月２日～２３年４月１日生まれ）
受付期間：１０月１５日（水）～１０月３１日（金）
９：００～１６：００（土・日曜日を除く）
受付場所：入園を希望する幼稚園
保 育 料：月額６，９００円（改定する場合もあります）
定 員：応募多数の場合は抽選。５歳児に関しては、定員を満たしている園は募集しません。
問合せ先：各幼稚園（電話番号は、下記 HP をご覧いただくか、保育幼稚園課にお尋ねください。）
【四日市市立幼稚園 HP】http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79013.html

対 象：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
受付期間：１０月１５日（水）～１０月３１日（金）
９：００～１６：００（土曜日の午後と日曜日を除く）
申請書は各保育園にて１０月６日から配布します。
受付場所：第一希望の保育園
保育時間：各保育園にお問い合わせください
保 育 料：児童の年齢と保護者の所得に応じて決定します
問合せ先：各保育園または保育幼稚園課
保育幼稚園課 TEL３５４－８１７２
TEL３５４－８１７２

８月に開催した「戦争と原爆展」では、
戦争と原爆による被害状況のパネルや戦
時下の品々の展示を行い、たくさんの方に
ご来場いただきました。これに続く展示と
して、戦後の復興期に関する展示「戦争と
平和展」を開催いたします。
期 間

１０月４日（土）～１１月１７日（月）
（月）
会 場：総合会館 １F ロビー

内 容：壊滅的な被害を受けたまちで生き

る人々の暮らしと復興について
展示品
展示品：復興に関するパネル、当時使われ
ていた品々など
【問合せ先】
市民生活課 市民活動安全係(担当：堤、吉田)
ＴＥＬ３５４－８１７９
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福井県にて親子の駆け込み寺としての
「はぐるまの家」を開設し、カウンセラー
としての役割を果たされている坂岡嘉代
子さんを招き、講演会を開催します。
これは、犯罪や非行の防止を図るととも
に、過ちに陥った人たちの更生について理
解を深め、明るい社会を築こうとする「社
会を明るくする運動」の一環で行います。
日時：１１月１２日（水）
１４：００～１５：３０（開場１３：３０）
場所：文化会館 第２ホール
講師：坂岡嘉代子さん
定員：５９３人
【問合せ先】
健康福祉課 ＴＥＬ３５４－８１０９

FAX３５７－５２６０
FAX３５７－５２６０

ちいさなかがくのとも
こどものとも
♪こんにちは またあした
♪クルトンさんと パンのきかんしゃ
＠－ ♪キリギリスくんと よるのおんがくたい たくさんのふしぎ
♪木のぼり ゴリラ
かがくのとも
１０月の月刊誌を購入しました。
♪す～は～
ぜひ読んでくださいね！

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