回 覧
第 ２ 号
平成２７年 ４月 ２０日
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

かいぞう地区
9 日(土) 万古まつり
10 日(日) 万古まつり
19 日(火) イキイキ教室
30 日(土)

検索

陶栄町・万古神社周辺 9:00～18:00
陶栄町・万古神社周辺 9:00～18:00
海蔵地区市民センター 13:30～15:00
大谷台小グラウンド
8:30～

海蔵地区福祉の家 10：00～
１５日(金) 野田公会所
13：30～
１５日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
１５日（金）阿倉川町
１５日（金）東阿倉川１区
２０日（水）みゆきヶ丘二丁目
２７日（水）海蔵地区市民センター

10:10～10:40
10:50～11:20
13:30～14:10
10:00～10:30

ピアゴ北側駐車場
住友電装阿倉川寮
自治会管理駐車場
センター駐車場

平成２７年度の海蔵地区連合自治会役員・各町自治会長の方々です。よろしくお願い
します。
（敬称略）
連合役職名
自治会名
自治会長名 連合役職名
自治会名
自治会長名
西阿倉川一区 高原 透
三ツ谷東区
舘 昭司
会 長
西阿倉川二区 水谷 重信
三ツ谷南区
諸戸 貞朝
西阿倉川三区 丹羽 正則
三ツ谷西区
矢橋 一郎
西阿倉川四区 太田 南海雄
監 査
三ツ谷北区
伊藤 喜久男
会 計
西阿倉川五区 伊藤 吉訓
副会長
本郷町一区
山中 秀昭
松ヶ丘
西脇 弘高
本郷町二区
古市 義昭
東阿倉川一区 平田 源次
末永町一区
廣田 雅文
阿倉川新町
進藤 允
末永町二区
神山 一朗
東阿倉川二区 宮城 健
監 査
清水町
鈴木 勝義
書 記
阿倉川町
近藤 好仁
野田
伊藤 充
万古町
安井 重和
顧 問
市議会議員
笹岡 秀太郎
みゆきｹ丘一丁目 角谷 省二
みゆきｹ丘二丁目 大宮 治男
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３月２６日（木）に平成２６年度四日市萬古焼伝統産業技術マイスター認定式
が行われ、次の方が認定、表彰されました。おめでとうございます。

渡邉

興衛さん

（東阿倉川）

渡邉さんは約３７年間急須製造に従事されており、収縮率の違いにより
施釉が難しいとされる萬古急須において、試行錯誤ののちに従来の無釉の
急須とは異なる新たな製品を生み出しました。

来るべき超高齢社会を迎えるにあたり、地域での支えあいは、ますます重要となって
きます。「支えあい、暮らし続けられる地域社会の実現を目指して」をテーマに、パネ
ルディスカッション等を開催します。また、橋北地区と高花平地区の取り組み事例も紹
介する予定です。ぜひ、ご参加ください。
日
時：５月９日（土）１４：００～１５：３０（開場１３：３０）
場
所：総合会館８階 視聴覚室
コーディネーター：放送大学 教授 大曽根 寛 氏
定
員：２００名（事前申込み不要）
料
金：無料
問合せ先：健康福祉課 企画係 TEL３５４－８２８１
FAX３５９－０２８８

本市で５９２人（定数）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、様々な活動に取り組
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。
問合せ先：健康福祉課 管理係

TEL３５４－８１０９

暖かい春がやってきました！何か始めようかなと思っている方、
「へたでいい、へたがいい」を合言葉に、ご一緒に楽しみませんか！
日

時：第２火曜日

１３：３０～

※５月は５／５（火）１０：００～

場
所：海蔵地区市民センター 小会議室
問合せ先：日比 彧子 TEL３３１－３７４１
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運動不足・ストレスの解消に
ヨガを体験してみませんか！
日
時：毎週金曜日 １９：３０～２１：００
場
所：海蔵地区市民センター 中会議室
問合せ先：舘 洋子 TEL３３１－４１５０

自分自身の健康はもちろん、家族や地域の人の健
康づくりのために介護予防の知識と運動について学
び、ボランティアとして活動しませんか？
◆日

時 ６/１２・1９・２６、７/３・１０
いずれも金曜日 １３:３０～１５:４５
◆場
所 四日市市勤労者・市民交流センター（四日市市日永東 1 丁目 2-25）
◆対
象 受講後、ヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる人
◆定
員 ４0 人程度
◆内
容 介護予防に関する講義や運動実習など
◆参 加 料 無料
◆申込方法 ５月 2９日（金）までに、郵便番号・住所、名前（ふりがな）
・性別、生
年月日、電話番号、
「ヘルスリーダー養成講座」希望と明記の上、はがき
かファクス、または電話で健康づくり課へ
◆問合せ・申込み先 健康づくり課

〒510-860 諏訪町１－５
TEL354-8291
FAX 353-6385

「なぜワーク・ライフバランスが必要とされるのか」
日本の現状を紹介したうえで、夫婦で働き、夫婦で家
事育児をするという、新しいスタイルを確立する必要性
をお話しいただきます。
また、男女ともになぜ働き方の見直しが必要なのか
を、コツも踏まえて分かりやすくお話いただきます。
【日 時】５月１７日（日）１３：３０～１５：３０
【会 場】文化会館第３ホール
【受講料】無 料
【講 師】小室 淑恵さん（株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長）
【対 象】四日市市に在住、通勤、通学している方
【その他】託児あり、6 カ月～小学 3 年生程度（無料、５/２(土)までに要申込）

◆申込み・問合せ先◆
男女共同参画センター「はもりあ四日市」
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TEL３５４－８３３１

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センター

新規援助会員講習会のお知らせ
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。２月
末現在、総会員数は 1,430 名を超え、毎月約３00 件前後の援助活動が行われていま
す。子育てのお手伝いをする人(援助会員)に特別な資格は必要ありません。あなたの
力を子育て支援に活かしてみませんか？受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、
援助会員として登録できます。また、子育て、孫育て中の人も日常生活の中で役立つ
ことが多い講習内容です。１講座からでも受講できます。
場
所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階
申 込 期 限：５月２３日(土)
テキスト代：2,0５0 円
そ の 他：保育あり（無料 先着１０名）
日

時

内 容

10:00～12:00
13:00～15:00
10:00～12:00
５/３１（日）
13:00～15:00
10:00～12:00
６/ ６（土）
13:00～15:30
10:00～12:00
６/ ７（日）
13:00～15:30
５/３０（土）

相互援助活動の趣旨
子どもの病気
小児看護
子どもの世話(あそび)
子どもの心と身体の発達
発達障害について
その子どもとの接し方
子どもの心に寄り添う
安全で快適な環境づくり

６/１３（土） 13:00～16:00 子どもの栄養と食生活
６/１４（日）

10:00～12:00 子どもの安全と事故・救急法
13:00～15:00 援助活動を円滑に進めるために

◆申込み･問合せ先◆
四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL/FAX
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

講習のまとめ

323-0023

防災行政無線の誤操作について（お詫び）
平成２７年４月６日（月）１６時１７分から１５秒間、防災行政無線工事中の誤
操作により、屋外拡声子局６２か所（各地区市民センター、消防署・分署等）、個別
受信機６２カ所から「緊急地震速報を受信しました」の放送が流れました。
市民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申しあげます。
また、二度と同様の事態が発生しないよう対策を講じるとともに、市民の皆様の
生命・財産を守るため一層努力いたしますので今後とも防災行政へのご協力を賜り
ますようお願いいたします。
四日市市役所 危機管理室
ＴＥＬ：３５４－８１１９
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ＦＡＸ：３５０－３０２２

