回 覧
第 ４ 号
平成２８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

検索

2６日（日） ニュースポーツ大会（海蔵小体育館） 9：00～

毎週火曜日 海蔵地区福祉の家
海蔵地区福祉の家
17 日（金）野田公会所
17 日（金）大谷台小学校会議室
１６日（木）阿倉川町
１６日（木）東阿倉川１区
２１日（火）みゆきヶ丘二丁目
２９日（水）海蔵地区市民センター

10：00～
13：30～
13：30～
14：00～

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

家族で防災について
考えてみませんか？

災害に備えるためには、日ごろから家族で避難場所や災害時

の連絡方法などを確認するなど、対応を共有しておくことが
大切です。ワークショップや地震体験車などを利用して、防
災に対する知識や普段から備えておくべきことを家族で楽
しみながら学んでみませんか。
【募集人員】 １５組程度
【受講対象】 市内在住の子ども（小学校３年生～小学校６年生）とその保護者(人数は不問)
【修了条件】 全講座出席
【申し込み】 ６月１７日(金)締切(応募多数の場合は抽選)
裏面の受講申込書に必要事項を記載の上、FAX、メールまたは郵送にてお申し込みく
ださい。
※受講の可否につきましては、決定通知書をお送りします。
≪主催≫ 四日市市 危機管理室
≪問合せ先≫海蔵地区団体事務局 TEL３３３－８７７０
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第２３回海蔵川桜まつり写生大会の表彰式が、５月１５日（日）海蔵地区
市民センターで行われました。応募作品１７７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。

❀中日賞
高橋 柚季（光陽桑部第二保育園） 伊藤 蓮夏（海蔵小１年） 藤田 結（浜田小６年）
菅野 友乃（山手中１年）

❀特 選
菅原
加藤
佐藤
亀井

咲 （海蔵小１年） 服部 花香（大谷台小２年）
煌理（橋北小３年） 齋藤 遼佳（海蔵小３年）
大晟（海蔵小３年） 佐藤 蒼大（海蔵小５年）
美乃里（羽津小５年）

林崎 萌衣（海蔵小３年）
糠谷 実咲（海蔵小３年）
坂井 美咲（大池中１年）

❀入 選
濱口 那鶴（海蔵小１年） 大山 咲 （海蔵小２年）
松井 心晴（海蔵小２年） 森 優梨亜（海蔵小３年）
川村 奈乃葉（海蔵小３年） 樋口 煌大（あがた小５年）

小野
春田
服部

誠汰（海蔵小２年）
理穂（海蔵小３年）
陽向（大谷台小６年）

香村
竹下
氏家
多田

歩乃加（海蔵小１年）
美桜里（海蔵小２年）
隆我 （海蔵小２年）
健汰（常磐西小 4 年）

❀佳 作
加藤
池内
鈴木
船越

聖琉（橋北幼）
友佳（海蔵小１年）
美沙（海蔵小２年）
咲希（海蔵小３年）

拝田 柊 （海蔵小１年）
岡田 悠生（海蔵小１年）
中世古 柚葉（海蔵小２年）
菅野 圭祐（大谷台小４年）

～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、地域や町のみな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ときは私たちの町
の人権擁護委員にご相談ください。
相談はこちらへ
✿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。

みんなの人権１１０番
０５７０－００３－１１０

☆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（水） 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
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あなたのまちの
地域の防災・減災活動に女性の視点がなぜ大切かを学ん
でもらうとともに、積極的に参加したいと考えている女性
のキッカケになるような様々な講義を用意しています。
今年度から研修等を受講し、資格取得試験に合格しました
ら防災士の資格を取得できることになりました。

防災活動に女性
の視点は入って
いますか？

【募集人員】３０名程度(女性限定)
【受講対象】講座修了後、各地区の防災・減災活動に積極的に参画していただける方
【終了条件】計１４回中９回以上の出席
【託
児】あり（無料 対象は生後６カ月～小学校３年生程度＜事前申込が必要＞）
【申し込み】５月３１日(火) 締切（応募多数の場合は抽選）名前、住所、連絡先をご記入の上、
ＦＡＸ、E メールまたは郵送にてお申し込みください。
※受講の可否につきましては、決定通知書をお送りします。
催》四日市市 危機管理室
TEL３５４－８１１９
男女共同参画課 TEL３５４－８３３１
《問合せ先》海蔵地区団体事務局
TEL３３３－８７７０
《主

下記の日時・場所で防災訓練のためサイレンが吹鳴します。
なお、海蔵地区防災会の防災訓練ではありませんのでご注意ください。
実施日時
６月１日（水）１１時００分から数分程度〈サイレン６０秒 １回吹鳴〉
※３５１－４００４（自働電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。
【問合せ先】

危機管理室

TEL３５４－８１１９

６月１３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。『介護予防』
◆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。
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市内学童保育所の指導員募集
学童保育所の指導員になって、放課後の子供たちと楽しく過ごしてみませんか。
２０歳以上６５歳くらいまでの、子どもが好きな人であれば、どなたでも指導員として
働くことができます。
障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望する人
（週に１日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）も募集しています。
※各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。
登録を希望する人を対象に下記の要領で指導員登録説明会を開催いたしますので、ふるってご
参加ください。

年度ごとの登録になりますので、平成２７年度に登録された人も改めて登録をしてください。
◆

指導員登録説明会 ◆

日
時
場
所
申込方法

６月１１日（土）１８：００～
文化会館 第４ホール
６月８日（水）までに、住所、名前、電話番号（あればファッス、E メールアド
レス）を、電話かファックス、E メールでこども未来課まで。
◆ 学童保育ってこんなところ ◆
「学童保育所」は、仕事等で昼間親が家にいない小学生が放課後や夏休みなどにすごす
“生活の場”です。行政からの補助金を活用しながら保護者を中心に運営しています。
全ての子ども達が健やかに育っていけるよう、地域でもあたたかい目で見守っていただけ
たらと思います。

TEL３５４－８０６９ FAX３５４－８０６１
E メール kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

◆募集人数
◆
◆任
期

２名
地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日
（再任用する場合もあります。
）
◆勤 務 地
小山田地区市民センター、大矢知地区市民センター
◆主な受験資格
次の要件を全て満たす人
① これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
② 地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③ 民間企業等で職務経験がある人。
ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、３年以上経過していること。
④ 夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑤ 四日市市に在住する人。
◆募集期間
平成２８年５月２３日（月）～６月１０日（金）必着
◆応募方法
市民生活課、または各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必
要書類を添え、市民生活課へ郵送または直接お持ちください。
※持参の場合は、月～金（祝日を除く）の８：３０～１７：１５
◆問合せ先
市民生活課（市役所５階）
TEL３５４－８１４６
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