回 覧
第 ６ 号
平成２８年 ６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

２３日（土）ドッジボール大会（海蔵小グラウンド）8：10～開会式
海蔵地区福祉の家

10：00～
13：30～
１５日(金) 野田公会所
13：30～
１５日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
13 日（水）阿倉川町
13 日（水）東阿倉川１区
15 日（金）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２８年度四日市市文化功労者・
市民文化奨励賞候補者を募集します
☆募集対象 ①文化功労者： 長年（概ね２０年以上）にわたり学術、芸術、その他の文化の振興に寄与
し、その功績が顕著である個人（６０歳以上）または団体。
②市民文化奨励賞： 市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与
が、将来においてさらに期待される個人または団体。
※ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがあるかまたは、活動拠点が市内にある個人、団体。
☆募集期間 ７月１日（金）～２９日（金）（消印有効）

詳しくは・・・文化振興課(TEL３５４－８２３９)へお問い合わせください。

～第２子以降のお子様を出産された方へ～

「保育無料券」の交付がはじまります
平成２８年７月から、第２子以降の出産後６か月（経過措置あり）に限り、市内の認可保育所が
実施する一時保育に上のお子さんを２回まで無料で預けることができるサービスが始まります。
このサービスを利用するための「保育無料券」の交付申請を受け付けています。「保育無料券」の
発行には１か月程度かかりますので、早めの手続きをお願いします。
☆申請できる人：平成２８年４月１日以降に産まれた子とその兄・姉で就学前までの子を養育してい
る人（産婦）
☆申請方法 ：出生届出の際に申請書類をお渡ししますので、地区市民センター等の窓口に
提出していただくか、専用封筒（切手不要）でこども未来課へ郵送してください。

このサービスを上手に利用してリフレッシュしてくださいね！
【問合せ先】 こども未来課 子育て支援係 TEL３５４－８０６９ FAX３５４－８０６１
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※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には
各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されている
投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

◎第１期日前投票所 総合会館
投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土）８：３０～２０：００
◎第２期日前投票所 三重北勢健康増進センター
第３期日前投票所 防災教育センター
第４期日前投票所 中消防署中央分署
投票日 ７月２日（土）～９日（土）８：３０～２０：００
※総合会館と開設期間が異なりますので、ご注意ください。

【問合せ先】
四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号 TEL３５４－８２６９

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を学ぶ教室です！
７月１１日（月）
◆場
◆内
◆対
◆持 ち

所
容
象
物

１０：００～１１：００

野田公会所
高齢期の食生活
おおむね６５歳以上の方
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＊
◆問合せ先 海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ３３３－９８３７
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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親子で学ぼう「夏のこども教室」
（消費講座）
ゲームでチャレンジ！

日
場
内

時：８月２１日（日）午前の部 10:00～11:30／午後の部 13:00～14:30
所 ：総合会館 7 階（市役所西どなり） 第 1 研修室
容 ：￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方
について学びます。
￥参加者には、おこづかい帳、ちえふくろうグッズなどの記念品をお渡しします。
￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。
対
象 ：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2 人１組）
定
員 ：各回 20 組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）
申し込み：７月２９日（金）
（必着）までに、往復はがきにて、①希望教室名 ②希望時間
（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな）⑤学年 ⑥電話番号
⑦一緒に参加する保護者の氏名を書いて、下記申し込み先まで。
【申し込み・問合せ先】〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室
（TEL354-8147 FAX 354-8452）

６月定例月議会の議会報告会を常任委員会ごとに２日に分けて、１日２常任委員会ずつ、４会
場で開催します。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお
伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。
事前のお申し込みは不要ですので、会場までお気軽にお越しください。
第１部：議会報告会

日 時
常 任
委員会

７月１３日（水）
１８：３０ ～ ２０：４５

総 務

所 管 市政の企画、財務、
事 項 危機管理、消防など
シティ・
ミーティング

テーマ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

○ふるさと納税
について

教育民生
教育、こども、
健康福祉など

○高齢者福祉
について

７月１５日（金）
１８：３０ ～ ２０：４５

産業生活

都市・環境

商工業、農林水産
道路、住宅、上下水道、
業、市民文化、市立
区画整理、環境衛生など
病院など
○地域社会づくり
について

○クリーンセンターの
稼働に関して
○防災観点からの水の
備蓄について
桜地区市民センター
２階大会議室

総合会館
三重地区市民センター
７階第１研修室
別館大ホール
※全会場、手話通訳いたします。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※教育民生常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、
市営駐車場に駐車してください。
問合せ先：四日市市議会事務局 議事課 広報広聴係
ＴＥＬ３５４－８３４０
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会場

四郷地区市民センター
２階大会議室

この運動は、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ものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力を
お願いします。
また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。
犯罪や非行のない地域の社会をつくるために、各地で活動しています。
この運動の一環として街頭啓発を行います。

 日 時
 場 所

健康福祉課 TEL３５４－８１０９

７月１日(金) １４：１５～
近鉄四日市駅周辺

FAX３５９－０２８８

受講者募集
四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただける講座
です。1,000 円～3,500 円の受講料でテーマ別に５つのコースがあり、複数コースの受講も可能です。
コース・講座名
Ａ

日程

「日々新たに」
～これからが本番！！～

会場

土曜・日曜・祝日
14:00～16:00
9／11～11／26 全 6 回

総合会館

土曜・日曜
9:45～11:45
8／28～12／10 全 6 回

総合会館

クラシック音楽の魅力と作品に秘められ
Ｂ

たドラマ…パート II
～なぜ、100 年以上前にできた音楽が、
今、世界中で演奏されているのか～

Ｃ

共に生きる社会
～さまざまな障害の当事者と学ぶ～

火曜 14:00～16:00
9／27～11／22 全 5 回

四日市市障害者
体育センター

生活と環境

D

四日市公害と環境未来館の開館にあわせ、

金曜 11:00～12:30
11／4～12／9 全 6 回

四日市大学

水曜 18:30～20:30
9／7～1／18 全 5 回

じばさん三重

私たちの生活と環境について深く考えましょう！

E

「２１世紀ゼミナール」
～格差なき経済再生をめざす～

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号または
ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。
申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センター
などにあります。多くの方のお申し込みをお待ちしています！

申込期間：６月２０日（月）～７月１９日（火）必着
問合せ先 市民文化部文化振興課 ３５４－８２３９
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