回 覧
第 １ 号
平成２８年 ４月 ５日
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

海 蔵 地 区 ホ ー ム ペ ー ジ http://kaizotiku.org/
固定資産税・都市計画税

第１期分

◆お世話になりました◆

納期限

かいぞう地区

検索

５月２日（月）

◆よろしくお願いします◆

館長 犬飼 禄寛
（健康福祉部障害福祉課長）
地域主任（窓口担当）西山 優枝
（河原田地区市民センター地域主任）
地域マネージャー
加納 哲夫

館長 城田 昌直
（常磐地区市民センター館長）
地域主任（窓口担当）石田 住架
（健康福祉部介護・高齢福祉課主幹）
地域マネージャー
熊木 剛

ゴーヤの苗を育ててみどりのカーテン作りに取り組んでみませんか。温暖化防
止の講座と、ゴーヤの育て方を学びます。
受講後、ゴーヤの苗をお一人２株ずつ無料配布します。
日
時：５月１２日（木）１４：００～１５：００
場
所：海蔵地区市民センター２階 中会議室
定
員：５０名 ※応募多数の場合、抽選
協
力：環境保全課
申込方法：海蔵地区市民センター窓口、又は電話申込み
ＴＥＬ３３１－３２８４

地域での自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、
活動に使用する物品の購入などに対して補助金を交付します。
◆補助対象経費◆
◆補 助 額◆

活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
補助対象経費の９／１０（補助対象１団体につき１０万円を限度）

申請に必要な書類は、各地区市民センターにて配布します。
◆締
◆

切

日◆
◆

５月 ２日（月）必着
市民協働安全課 ＴＥＬ３５４－８１７９
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対

象：生後９１日以上の犬

費

用：集合注射 1 頭につき 3,200 円
登
録 1 頭につき 3,000 円

(注射料金 2,650 円＋

550 円)

持ち物：①登録のある犬・・・お知らせのはがき、注射費用
②新たに登録する犬・・・登録費用、注射費用
③
・・・前住地で交付された犬鑑札、注射費用
◆注意事項◆
✿首輪は外れないようにしっかりとつけ、犬を制御できる人が連れてお越しください。
（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします。）
✿フン尿の始末は、連れて来られた人が責任をもって行ってください。

集合注射は、市内のどの会場でも受けられます。
日時は会場によって異なりますので、
詳しくは広報よっかいち３月下旬号をご覧ください
問合せ先：衛生指導課 ＴＥＬ３５２－０５９１ ＦＡＸ３５１－３３０４

日

◆時 間 １０：００～１１：００
◆対 象 おおむね６５歳以上の方
◆持ち物
など各自必要なもの
♪軽い体操ができる服装でお越しください♪
※日程によって開催場所が変わります。
※暴風雨・地震等で警報が発令された場合は
開催中止となります。
※話の内容は都合により変更されることが
あります。

程

開催場所

話の内容

4/11（月）

骨粗しょう症予防

5/９（月） 三ツ谷公会所

ウォーキング

6/13（月） 海蔵南公会所

介護予防

7/11（月） 野田公会所

高齢期の食生活

9/12（月）

お口の健康

10/3（月） 三ツ谷公会所
11/14（月） 海蔵南公会所

認知症予防

12/12（月） 野田公会所

脳卒中 心疾患

2/13(月)

腰痛予防

3/13（月）

高齢期の身体づくり

「よっかいち・はつらつ健康塾！」終了後、３０分程度の座談会を開催します。
自由参加ですので、お時間がありましたらどうぞお気軽にご参加ください。
問合せ先：海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ３３３－９８３７
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「家族」と「絆」をテーマとした、全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。
現在、出場いただけるファミリーを募集しています。

◆応募資格◆
✿家族による２人以上のアンサンブル（楽器による合奏、合唱など）で、年齢制限はあ
りません
✿家族とは、代表者の配偶者、代表者からみて祖父母・父母・兄弟・姉妹・子・孫・お
じ・おば・おい・めい・いとこ（すべてその配偶者を含む）まで
（ただし、２人で出場の場合で別居の時は、おじ・おば・おい・めい・いとこを除く）
✿ジャンルは、クラシック、ポピュラー、ジャズ、邦楽など
✿プロ奏者（職業演奏家）は１人のみ参加を可とし、家族に限ります
✿３人以上の場合は、１人に限り上記家族以外のメンバーでも参加可能

など

◆応募方法◆
応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を下
記実行委員会まで送付してください。
・参 加 料／１グループにつき 2,000 円
・応募締切／出場申込書・参加料 ７月１９日（火）必着
応募資料（審査用 BD、DVD またはビデオテープ）７月２２日（金）必着

◆審

査◆

【予選】８月４日（木）（予定）資料による審査
【本選】１０月１６日（日） 公開

（非公開）

会場：文化会館 第１ホール

◆賞および副賞◆
文部科学大臣賞

第２位

30 万円 特別賞

（グランプリ）

第３位

20 万円 市民審査員賞 10 万円

100 万円

奨励賞 10 万円

アイデア賞

10 万円

5 万円

ユーモア賞

5 万円

アット・ホーム賞

5 万円

サルビア賞 萬古焼（土鍋）

※応募資格など、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市
役所文化振興課、文化会館、各地区市民センター等に置いてあります。

◆申込み・問合せ先◆
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（文化振興課内）
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５
ＴＥＬ：３５４－８２３９
ＦＡＸ：３５４－４８７３
Ｅメール：concours@city.yokkaichi.mie.jp
ＨＰ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
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✿1.アサガオ たねからたねまで
✿2.食虫植物のひみつ
✿3.ヒマワリのかんさつ
✿4.イネの一生
✿5.高山植物の一年
✿6.サクラの一年
✿7.ヘチマのかんさつ
✿8.サボテンのふしぎ
✿9.キノコの世界

✿10.たねのゆくえ
✿11.コケの世界
✿12.ジャガイモ
✿13.植物は動いている
✿14.水草のひみつ
✿15.紅葉のふしぎ
✿16.ムギの一生
✿17.ドングリ
✿18.花の色のふしぎ

✿はたらくくるま
３才からのあそべるずかん
✿きんきゅうしゃりょう
まえとうしろどんなくるま？
✿どうろ こうじのくるま
✿星と神話 物語で親しむ星の世界

✿三毛猫ホームズの推理日記
✿走れ メロス

✿ドラえもんの百人一首で楽しもう
✿心のふしぎ なぜ？どうして
✿（続）心のふしぎ なぜ？どうして
✿モノの教え方 えほん
✿コミック版 世界の伝記 ルイ・ブライユ
✿学習まんが 人物館 マルカレーテ
✿コミック版 日本の歴史 由利公正
✿コミック版 日本の歴史 竹中半兵衛
✿ 「人形姫」からのＳＯＳ！？
✿学校の怪談 黄色い本
✿アンパンマンとバイキンマン
✿怪談収集家 山岸良助の帰還
✿おばけもこわがるおばけ
✿あかちゃんとねがいぼし
✿わんぱくだんのたからじま
かなえぼし
✿おかあさん だいすきだよ
✿ゆずひめとピーター
✿もういいよったら もういいよ
✿ばいきんまんとあくびとり
✿すすめゆきのきゅうじょたい
✿しょくぱんまんとカレーパンマン
✿トイレいけるかな
✿アンパンマンとめいけんチーズ
✿はみがきしゅわしゅわ
✿こきんちゃんとメロンパンナ（２冊）
✿たんじょうびおめでとう
✿アンパンマンたんじょう
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✿あなたがだいすき
✿おひざでだっこ
✿はみがきれっしゃ
しゅっぱつしんこう
✿あしたもともだち
✿ごめんねともだち
✿ま、いっか！
✿おひめさまは ねむりたく
ないけれど

