回 覧
第 ６ 号
平成２９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

１５日 (土) 星空観察
（海蔵地区市民センター）19：30～
２２日 (土) ドッジボール大会（海蔵小体育館）
8：00～

海蔵地区福祉の家

10：00～
１3：30～
７日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
２１日(金) 野田公会所
13：30～
１３日（木）阿倉川町
１３日（木）東阿倉川１区
１８日（火）みゆきヶ丘二丁目
２６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

海蔵地区では、運動会と文化祭を隔年で開催しています。本年度は文化祭開催の年です。
１０／２８（土）、１０／２９（日）の２日間、海蔵小学校にて開催します。
♪日時

１０／２８（土）９：００～１６：００
１０／２９（日）９：００～１５：００
※展示作品や、出演者の募集については、後日お知らせします。
海蔵地区事業企画委員会

移動天文車「きらら号」で星空観察しませんか？
✿日 時
✿場 所
✿参 加 費
✿申込み先

７月１５日（土）１９：３０～
海蔵地区市民センター 駐車場
無 料
海蔵地区市民センター
☎３３１－３２８４

申込締切
７月１０日（月）

※小学生以下は必ず保護者同伴でお願いします。
※雨、又はくもりの場合は星にまつわるお話とクイズをします。

主催：かいぞう文庫運営委員会
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５月１５日（月）、四日市北警察署に於いて、特殊詐欺撲滅員の委嘱状交付式が行われました。
昨年、四日市北警察署長より防犯活動の感謝状を授与された、岡田正安徽さんに引き続き委嘱さ
れました。
振り込め詐欺等でお困りの方はご連絡ください。

四日市北警察署 生活安全課
海蔵地区

特殊詐欺撲滅員

ＴＥＬ３６６－０１１０
岡田 正安徽 ＴＥＬ３３３－５７８４

◇募集職種

＝

小学校給食調理員補助（給食パート）２名

◇業務内容

＝

給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

◇勤 務 日

＝

給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）

◇勤務時間

＝

８：３０～１５：１５（労働時間６時間）

◇時 間 給

＝

９１０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（℡３５４－８２３６）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

＝

６月２０日（火）～６月２７日（火）

わくわく！ 真夏のカブトムシ列車！
「四日市あすなろう鉄道１day フリーきっぷ」を購入して指定場所に行くと、先着１００
名様にカブトムシ（オス１匹・メス１匹）をプレゼントします。

日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！
◇日
◇内

時 ７月１５日（土）９：００～１５：００
容 ①あすなろう鉄道線の各駅で 1day フリー切符を購入（小古曽駅では
購入不可）⇒②あすなろう鉄道に乗車し、指定場所２か所を目指す⇒
③指定場所でカブトムシゲット!!
◇注
意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。
※問合せ先 都市計画課公共交通推進室 ＴＥＬ３５４－８０９５
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７月は「社会を明るくする運動」強調月間です
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
 場

時
所

７月３日(月) １４：１５～
近鉄四日市駅周辺

健康福祉課 TEL３５４－８１０９
FAX３５９－０２８８

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

６月定例月議会の議会報告会を、７月３日、４日に開催します。常任委員会ごとに２日に分けて
18時30分から１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は下記参照）。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。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前の
お申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等で
お知らせいたします。
第１部：議会報告会
日

時

常

任

委員会

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

７月３日（月）

７月４日（火）

１８：３０ ～ ２０：４５

総

務

１８：３０ ～ ２０：４５

産業生活

教育民生

所

管

市政の企画、財務、

商工業、農林水産業、市

事

項

危機管理、消防など

会

場

都市・環境

教育、こども、

道路、住宅、上下水道、

民文化、市立病院など

健康福祉など

環境衛生など

内部地区市民ｾﾝﾀｰ

富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ

総合会館

川島地区市民ｾﾝﾀｰ

別館２階大ホール

２階大会議室

７階第１研修室

２階大会議室

采女町８５７－１

富州原町３１―４６

諏訪町 2-2

川島新町１

※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
※全会場、手話通訳いたします
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承ください
※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

議会事務局 議事課

TEL３５４－８３４０
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三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。
四日市市においても、このキャンペーンの一環として、献血を呼びかける
街頭啓発を実施しますので、市民の皆様のご協力をお願いします。
－第６６回四日市市献血推進の日－
★場

所

近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近

★日

時

７月２８日（金）
１０：００～１１：３０ １３：００～１４：３０

★献血会場

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階 献血ルームサンセリテで受け付けます。
サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バンクへの登録も
受け付けています。

★そ の 他

街頭啓発は高校生ボランティア・社会人ボランティアの皆様のご協力を得て、献血へのご
理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は１０代から３０代の若年層の献血率が全国
最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆様のご協力をぜひお願いします。

★問合せ先

保健所 保健予防課

管理医療係 ＴＥＬ ３５２－０５９０

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
4 月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館してい
ます。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や
図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。
また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】
ウォーターバトル！

事前申込：不要

7 月 17 日

①11：00～12：00

暑い夏を乗り切ろう！

対象：幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）

（月）

②13：00～14：00

大きな広場で水遊びだ！

定員：なし
持ち物：水鉄砲・濡れてもいい服装・着替え・
タオル・水筒

こどもハローワーク～モデル・美容師体験～

事前申込：必要

普段体験できないお仕事を体験しよう！

電話もしくはプラザ事務所にて申込。

今回はモデルや美容師のお仕事を体験して

対象：6 歳から 15 歳まで

みよう！

定員：30 名 （要予約）

①11：00～11：45

科学工作「スライムづくり」

事前申込：不要

７月 27 日

②13：00～13：45

夏休み特別工作！

対象：幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）

（木）

③14：00～14：45

科学の力でスライムを作ろう！

定員：なし

７月 24 日

10：00～12：30

（月）

【料

金】無料

【問合せ先】四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
TEL：330‐5020

FAX：334-0606
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