回 覧
第 １８ 号
平成 ２８年 １２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
８日（日）
８日（日）
１７日（火）

検索

消防出初式 （四日市ドーム）
9：00～
成人式
（四日市市文化会館）
13：00～
イキイキ教室（海蔵地区市民センター）13：30～

海蔵地区福祉の家

10：00～
13：30～
２０日(金) 野田公会所
13：30～
２０日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
１８日（水）阿倉川町
１８日（水）東阿倉川１区
２０日（金）みゆきヶ丘二丁目
２６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

表彰 おめでとうございます
１１月２２日（火）に、亀山市文化会館にて平成２８年度三重県更生
保護関係者顕彰式典が開催され、次の方が表彰されました。

【津保護観察所長表彰】 保護司 曽根 美千代さん（清水町）

海蔵川桜の木の剪定に伴う通行止めのお願い
海蔵川の桜の木の大枝などの剪定を行うことになりました。状況によっては、通行止めが
必要な箇所がでてきます。皆様には、ご不便をおかけしますが、桜の木の保全及び近隣の安
全のために、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

★日 時
★区 間

1 月 24 日（火）～26 日（木）８：００～１６：００ ※予備日 27 日（金）
末広橋から新開橋手前まで下流に向かって順次、海蔵川左岸堤防道路
※区間全体ではなく、作業箇所のみの一時的な通行止めになります。

海蔵地区市民センター 海蔵川桜まつり実行委員会
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グラウンドゴルフ大会

成績発表

１２月１１日（日）にグラウンドゴルフ大会を開催し、大人から子供まで９６名の方に
ご参加いただき、競技を楽しみました。関係者のみなさん、お疲れ様でした。
男 子
✿一般の部
１位 平野 芳輝
２位 中根 栄一郎
３位 水谷 忠勝
✿小学生の部
男子 １位 佐藤 大晟
✿高齢者賞
80 歳以上

女 子
✿一般の部
１位 大西 とみ子
２位 浜田 千鶴子
３位 福田 光子

女子 1 位 糠谷 美咲

辻 忠雄

徳丸 富江

内田 良子

前川 信子 近藤 千代子 安田 司朗

坂下 正成

山本 高司

川田 則嘉

伊藤 光子

舘 美千代

山本 鈴江

海蔵地区社会福祉協議会 健康推進部

（敬称略）

★募集人数
６人程度
★勤 務 地 各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください。）
★職務内容 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
★任
期 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日（再任用する場合もあります。）
募集期間
★主な受験資格 次の要件を全て満たす人
平成 29 年
① これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
1 月 6 日(金)～
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。
1 月 23 日(月）
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
必着
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。
★応募方法 市民生活課、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

地区市民センターの休みは１２月２９日（木）～１月３日（火）です
★戸籍についての届け出（出生、婚姻、死亡等）の受付と埋火葬許可証
の交付は、 市役所地下１階宿直室で受け付けます。☎３５４－８２６２
★水道や下水道の故障や事故の復旧などは、上下水道局夜間休日窓口へ
ご連絡ください。
☎３５１－１２１１
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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。
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。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

★申込方法

東館３F

：電話、FAX にて 1 月１４日(土)までにお申し込みください。

★テキスト代：2,0５0 円
★そ の 他 ：託児あり（無料

先着１０名）※事前にお申し込みください。

★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

323-0023

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
日

時

内

容

相互援助活動の趣旨・発達障害について

1/21(土)

10:00～15:３0

1/22(日)

10:00～15:30

子どもの心に寄り添う・安全で快適な環境づくり

1/28(土)

10:00～16:00

子どもの安全と事故、救急法・子どもの栄養と食生活

1/29(日)

10:00～15:00

子どもの病気・子どもの心と身体の発達

2/4(土)

10:00～15:30

子どもの世話(あそび)・小児看護

2/5(日)

10:00～12:00

援助活動を円滑に進めるために・講習のまとめ

～その子どもとの接し方～

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。
★日 時
2 月 5 日(日) １３：００～１５：００
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
★場 所
四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ
★定 員
会場の都合により、30 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
★申込方法
電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
★託 児
有り/無料 ※事前にお申し込みください。
★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 ３２３－００２３
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
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第５回 全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち
去る１０月１６日(日)四日市市文化会館で開催しました「第５回全国ファミリー
音楽コンクール in よっかいち」の様子がケーブルテレビで放送されます。
「家族」と「絆」をテーマに全国から６０組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた
１５家族の個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。
★放送日時 １月２日（月）１８：００～２２：００
１月３日（火）１３：００～１７：００
＊ただし、放送日が変更となる場合があります。
★放送チャンネル 地上デジタル１１ｃｈ
詳しくは・・・文化振興課（TEL ３５４－８２３９）まで

「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集！
ＣＴＹ（地デジ１２ｃｈ）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出演して、
市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えてみませんか。
★選考方法

書類選考とオーディション

★オーディション日

２月４日（土）

★申込方法

１月２４日（必着）までに、広報広聴課（市役所８階）

放送時間（20 分間）
月・水・金・日
9:30・20:30
火・木・土
12:30・20:30

や市ホームページで入手できる応募用紙に、600 字以上
800 字未満の作文（テーマは「みんなに伝えたい四日市のいいところ」）
を添えて、郵送、または直接、〒510-8601 広報広聴課へ。
★その他

応募条件や活動期間など、詳しくは、募集要項をご覧ください。
【問合せ先】 広報広聴課 TEL354-8244 FAX354-3974

アルミ缶アート作成グループ 大募集！
３月４日（土）～３１日（金）の期間、「四日市ボランティアキャンペーン」を
開催します！啓発イベントでは、アルミ缶１本からでも参加できるボランティア
として「アルミ缶アート」実施。アートを作成してくださるグループを募集します。

アルミ缶は
リサイクル活動をする
障害者施設に寄贈。

★日 時：３月１８日（土）１０：００～１４：００
★場 所：四日市市民公園（安島一丁目９２－４）
★内 容：アルミ缶アートの作成 ※詳しくは下記までお問い合わせください。
★対象者：四日市市が好きな人５名以上のグループでお申込みください。
★参加費：無料
★申込み：１月１３日（金）締切、グループ名、代表者氏名、住所、電話
番号、参加者氏名を下記までお申し込みください。

利用者の工賃などに
役立てられます！

【問合せ先】四日市市社会福祉協議会 四日市市ボランティアセンター E-mail:y-vc@m3.cty-net.ne.jp
TEL３５４－８１４４ FAX３５４－６４８６
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