回 覧
第 ４ 号
平成２７年 ５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
28 日（日）

検索

ニュースポーツ大会（海蔵小体育館） 9：30～

毎週火曜日 海蔵地区福祉の家 10：00～
19 日（金）野田公会所
13：30～
19 日（金）大谷台小学校会議室 14：00～
１１日（木）阿倉川町
１１日（木）東阿倉川１区
１６日（火）みゆきヶ丘二丁目
２５日（木）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

～みなさんは「人権擁護委員」をご存じですか～
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
の町の人権擁護委員にご相談ください。
✿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。 TEL３３３－１３８６

☆特設人権相談の実施案内☆
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、毎年、
特設人権相談を実施します。予約の必要はありませんのでお気軽にお越しください。

✿日
時 ６月１日（月） 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
TEL３５４－８６０９・FAX３５４－８６１１

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）はシステム停止のため、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。

６月１３日（土）
・１４日（日）

終日

【問合せ先】 市民課 TEL３５４－８１５２／３５９－６５２１
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第２２回海蔵川桜まつり写生大会の表彰式が、５月１０日（日）海
蔵地区市民センターで行われました。応募作品１２６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
渡邉 沙織（海蔵小１年）
渥美 志斗（海蔵小２年）
樋口 煌大（県小４年）

野間 天斗（海蔵小２年）
山中 煌佑（海蔵小３年）
佐藤 舞 （海蔵小６年）

奥村 瑠真（海蔵小２年）
水野 榮 （海蔵小３年）

大田 紘蒼（海蔵小２年）

藤田 結 （浜田小５年）

春田 花音（海蔵小１年）
立松 康佑（海蔵小２年）
藤田 煌生（海蔵小３年）

髙橋 侑笑（海蔵小１年）
水谷 絆菜（海蔵小２年）
吉田 利駈（海蔵小５年）

❀中日賞
森 建太朗（橋北保年少）

❀入 選
松井
田中
馬淵
坂井

心晴（海蔵小１年）
惺也（海蔵小１年）
愛士（海蔵小２年）
美咲（三重小６年）

❀佳 作
中世古 柚葉（海蔵小１年）
竹下 美桜里（海蔵小１年）
谷口 椿
（海蔵小２年）
佐藤 蒼大 （海蔵小４年）

裏川 汰知（海蔵小１年） 大塲 陽生（海蔵小１年）
森 優梨亜（海蔵小２年） 森
優妃（海蔵小２年）
水谷 幸姫（海蔵小２年） 大家 楓 （海蔵小３年）
菅野 友乃（大谷台小６年）

例年秋に行っていたバザーを今年は７月１６日（木）
の海蔵幼稚園夏祭りと同時開催いたします。
日用品・手作り品を無償で提供してくださる方を募集しています。
※手作り品の見本チラシは幼稚園の職員室及び海蔵地区市民センターにて配
布しています。

✿納品日時・場所

６月２６日（金）9：00～14：00 職員室前

バザーの詳細は、次号のセンターだよりにてお知らせします。
【問合せ先】 海蔵幼稚園 TEL３３１－６９８６
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６月８日（月）１０：００～１１：００
所 海蔵南公会所（末永町 2 区）
容 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。『ウォーキングの話』
◆対
象 おおむね６５歳以上の方
◆持 ち 物 筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの
動きやすい服装でお越しください
◆
当日、直接会場へお越しください
◆問合せ先 海蔵在宅介護支援センター TEL３３３－９８３７
◆場
◆内

※ 当日、はつらつ健康塾終了後、３０分ほど座談会を開催します。
自由参加ですので、お気軽にご参加ください。

よっかいち人権大学あすてっぷ２０１５開講式に合わせて、「妻の病―レビー小体型
認知症―」の記念上映と監督による講演を行います。
どなたでも参加していただけますので、ぜひともご参加ください。

✿ 日
✿ 場

時：６月１３日（土） １３：３０～１５：４５
所：総合会館８階 視聴覚室

✿ 駐車場：市営中央駐車場（会場に駐車券をお持ちください。）
※駐車スペースに限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

✿ 託

児：希望される方は１週間前までに人権センターまでご連絡ください。
問合せ先：人権センター TEL３５４－８６０９ FAX３５４－８６１１

期
場

間 ６月６日（土）～６月３０日（火）
所 総合会館 １階ロビー

８：３０～１７：００

◆あすなろう鉄道（内部・八王子線）の紹介
◆電車やバスなど交通機関の歴史的資料・記念切手等の展示
◆プラレール運転会【6 月２８日（日）のみ】
大規模なレイアウトの中をプラレールが走る光景は圧倒されます！お子様はもち
ろん、大人も童心に帰って楽しんでいただける催しです。
■問合せ先 都市計画課 公共交通推進室 TEL３５４－８０９５
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市民のみなさまに地域包括ケアシステム及び認知症について一層の知識を持って
いただき、健やかな毎日を送っていただくため、以下のような市民公開講座を開催
することになりました。ぜひ、ご参加ください。

◆日
◆場
◆内

時
所
容

６月１３日（土） １２：００～１６：００
あさけプラザ 1 階ホール
１）相談コーナー（１２：００～１３：３０）
※高齢者の介護方法や在宅医療等についてご相談ください。

２）特別講演

（１３：３０～１６：００）

特別講演１「地域包括ケアシステムとはなに？～上手に病院を利用しよう～」
四日市羽津医療センター
地域包括ケア病棟担当部長兼緩和ケア科部長

石井 雅昭

「訪問看護の現状報告」
松下

四日市羽津医療センター 訪問看護ステーション副看護師長

容子

特別講演２「笑ってこころもからだも健康に」
山中胃腸科病院

理事長

日本笑い学会

三重支部長

淵田

科 先生

◆後 援 四日市市

主催・問合せ先 四日市羽津医療センター

総務企画課

TEL３３１－６３３１

この講習（シニアワークプログラム）は、厚生労働省の委託を受けて、５５歳以上の
高齢求職者の方を対象に、雇用を支援するために、（公益社団法人）三重県シルバー人
材センター連合会が実施するものです。
受講にはハローワークでの求職登録が必要です。
講習名

内

容

場

所

期

間

総務・労務事務講習
働く人の原点となる労働基準法をは
じめ、総務事務（社会保険・労働保険・
雇用保険等）の実務を中心とした講義
を行い、事務職としての知識向上を図
ります。
勤労者市民交流センター
（日永東１丁目２－２５）
６月１０日（水）～６月１９日（金）
（6/10、11、12、15、17、18、19）

受講料
定

員

申込期間
主 催
問合せ
申込先

無

調理スタッフ講習
事業所、施設及び給食センター等で調
理補助のスタッフとして働くための講
習です。食品衛生、栄養及び食材の基礎
知識並びに調理基礎を学び実践を通じ
て技能を習得します。
なやプラザ
（蔵町４－１７）
７月２２日（水）～８月１１日（火）
（7/22、24、31、8/3、5，7，11、
）

料

２０名

２５名

６月１日（月）まで

５月２０日（水）～６月２５日（木）

公益社団法人四日市市シルバー人材センター
十七軒町９－１０
TEL ３５４－３６７０
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協力

ハローワーク四日市

