回 覧
第 ２２ 号
平成２９年 ２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
５日（日）
１８日（土）
２１日（火）
２６日（日）

検索

皆できれいに海蔵川（海蔵川・三滝川堤防） 9：00～
桜まつり 提灯上げ（海蔵川堤防）
13：00～
イキイキ教室（海蔵地区市民センター）
13：30～
桜まつり開始（４月９日(日)まで）

海蔵地区福祉の家

10：00～
13：30～
17 日(金) 野田公会所
13：30～
17 日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
１０日（金）阿倉川町
１０日（金）東阿倉川１区
１６日（木）みゆきヶ丘二丁目
２３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

海蔵地区社会福祉協議会 環境部 主催

第２７回 「皆できれいに海蔵川の日」
自治会を中心に各種団体のご協力を得て、堤防清掃活動と、桜の枝切りを行います。

３月

５日（日）

９：００～１１：３０

✿少雨決行。決行の判断は７：３０に行います。
✿雨天の場合は３月１２日（日）に順延します。
✿ボランティアのみなさまは、海蔵地区市民センターにお越しください。
✿堤防の斜面、道路などで事故のないよう十分にご注意ください。
【問合せ先】海蔵地区市民センター

海蔵地区団体事務局

ＴＥＬ３３１－３２８４

ＴＥＬ３３３－８７７０

海蔵川の水位が上がります！
２月末頃から８月末頃まで、農業用水取水のため海蔵川河口堰を閉め
ますので、新開橋から末広橋付近での水位が上昇します。危険ですので川
の間近には不用意に近づかないようお願いします。
三重県四日市建設事務所
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簡単なワード文書やエクセル表が作成できる方、
もう少しステップアップしてみませんか？
全４回の連続講座です。

日 時：①３月 ２日（木）１３：３０～１５：００
②３月 ３日（金）１３：３０～１５：００
③３月 ９日（木）１０：００～１１：３０
④３月１０日（金）１３：３０～１５：００

参加費

無料

場
定
対
講

所：海蔵地区市民センター２階 小会議室
員：８名（応募多数の場合は抽選）
象：簡単な「ワード文書」「エクセル表」を作成できる方 全４回出席できる方
師：和田 孝宣さん
２月２３日（木）しめきり
※講座で使用するパソコンはこちらで用意します。
主催・申込み先：海蔵地区市民センター

ＴＥＬ３３１－３２８４

４月上旬からの勤務です
✿募集職種
✿業務内容
✿勤 務 日
✿勤務時間

小学校給食調理員補助（給食パート）１名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
８：３０～１５：３０（労働時間６時間）

✿時 間 給 ８９１円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
✿申し込み 応募を希望される方は教育総務課(TEL３５４－８２３６)に電話のうえで履歴書を
提出して下さい。書類選考の上、合格者に対して面接を実施します。
✿応募期間 ２月２０日(月)～３月１日(水)

３月の開催場所は…西阿倉川公民館です
◆ 場
◆ 内

所
容

◆ 対
象
◆ 持 ち 物

３月１３日（月） １0：００ ～ 11：００
西阿倉川公民館
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。『高齢期の身体づくり』
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。
当日、直接会場へお越しください。
海蔵在宅介護支援センター ３３３－９８３７
.

◆ 申し込み
◆ 問合せ先

※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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無料
申込み不要

春の火災予防運動 ３月１日（水）～７日（火）

「消しましょう その火その時 その場所で」
冬から春へ季節が移り変わるこの時期は、空気が非常に乾燥して火災が発生しやすく、また強い季節風
により、大火になりやすい時期でもあります。ちょっとした不注意でも、思わぬ火災を引き起こすことがあります
ので、火の取扱いには十分注意しましょう。
～火災の原因～
平成 28 年中に四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 105 件で、平成 27 年中の 85 件と比べ
20 件増加し、そのうち「建物」火災が 70 件で全体の約 67％を占めています。
出火原因は、「放火」（放火の疑いを含む）が最も多く、次いで、「たばこ」、「こんろ」と続いています。
～住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント～
≪3 つの習慣≫
① 寝たばこは、絶対やめる。
② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
～火災から身を守るために～
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを拭き取
りましょう。また、住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
■問合せ先 消防本部予防保安課 ☎ 356-2010

ジェンダーの視点を学び、子どもたちに「ありのままの自分」「ありのままの他者」を受容・表現すること、また、将来
の可能性を広げ、多様な生き方を尊重できる力を育むためのお手伝いをしていただける方を養成する講座です。
★日
★内
★講
★場
★対

時
容
師
所
象

3 月 13 日(月)～15 日（水）の 3 日間 9：30～16：30
市内の小学校向けの男女平等教育出前講座の指導者を養成します。
遠矢 家永子さん(ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ教育部門「Ｇ-Ｆｒｅｅ」代表) ほか 2 名
本町プラザ３階 はもりあ四日市会議室
市内に在住、通勤、通学している人で、3 日間とも受講でき、来年度から出前講座の講師とし
て活動していただける方
★定 員 15 人（先着順、定員になり次第〆切）
★参加費 無料
★託児あり（無料。６カ月から未就学児程度。3 月 4 日（土）までに申し込みが必要）
【申し込み・問合せ先】はもりあ四日市（日・月・祝日休み）へ。TEL:354-8331 FAX:354-8339
E-mail:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
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子どもの笑顔を撮ろう！～パパのための
カメラ講座(初心者向け)＆
ちょこっとさんかく教室

やってみよう楽しいキッズヨガ
＆ちょこっとさんかく教室
ヨガってなんだ！？春休みの１日、みんな
で楽しくヨガに挑戦しましょう！！
集中力がアップするかも！？

子どもの成長を写真に残したいけどうまく
撮れない！そんなちょっぴりカメラに自信の
ないパパに子どもや妊婦写真を多く手掛ける
プロ写真家が撮影のコツをお教えします！！

日時：3 月 25 日(土)９:３０～１１:３０

日時：３月３１日(金)
未就学児クラス(親子ヨガ)10:00～
小学生クラス(こどもヨガ)11:00～

場所：本町プラザ３階 はもりあ会議室他
対象：市内在住の小学生以下の子どもと父
内容：前半はパパはカメラ講座、お子さんは
絵本読み聞かせ、後半は親子で撮影タ
イム。
定員：１５組(先着順)
料金：無料
講師：MinimonPhoto 代表 福本由紀さん
パパスマイル四日市のみなさん
持ち物：自分のカメラ、ご自身で撮ったお気
に入りの写真１枚
その他：無料託児あり(生後 6 ヵ月から小学校
3 年生程度、3/15 までに要事前
申込み)絵本読み聞かせ時一人
で聞けないお子さんは託
児をお申込み下さい。

場所：本町プラザ３階 はもりあこどものへや
対象：市内在住の 4 歳～小学生(未就学児は保
護者同伴)
定員：未就学児クラス 10 組・小学生クラス
15 名(いずれも先着順)
料金：無料
講師：楽ヨガ講師 伊藤爾己枝さん
持ち物：飲み物、動きやすい服装
その他：無料託児あり(生後 6 ヵ月から未就学
児、3/21 までに要事前申込み)
ヨガは各クラス 40 分程度。
１０：４０～２クラス合同で「ちょこ
っとさんかく教室」がありますので小
学生クラスは１０：４０までにお越し
ください。

申込みは、いずれも 2 月 23 日(木)9:00～電話・FAX・Ｅメールで「はもりあ四日市」まで
ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお気軽にお問い合わせください。

☎354-8331

FAX354-8339

E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

人の心を傷つける落書きは重大な人権侵害です。
最近，市内各所で悪質な落書きが発生しています。このような落書きによって
心に計り知れない痛みをおぼえている人がいます。

心ない落書きを許さない、全ての人の人権が守られる
明るい社会にしましょう。
問合せ先

四日市市人権センター
津地方法務局四日市支局
みんなの人権１１０番

３５４－８６０９
３５３－４３６５
０５７０－００３－１１０
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