回 覧
第 １０ 号
平成 ３０年 ８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
１３日（木）
２９日（土）
毎週火曜日
２１日(金)

山手中体育祭 （山手中グラウンド） 8：50～
予備日１４日(金)
海蔵小運動会 （四日市ドーム）
9：00～

海蔵地区くすの木サロン

10:00～

野田公会所

13:30～
13:30～

１４日（金）阿倉川町
１４日（金）東阿倉川１区
１９日（水）みゆきヶ丘二丁目
２７日（木）海蔵地区市民センター

２０１８年度

検索

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

地区懇談会のお知らせ

●結婚したら、家庭に入るのが常識？
●障がいのある人は、何が何でも介護されるべき存在でしょうか？
●自分を通すために、強く主張して相手を傷つけたり、言い出せな
くて、自分が傷ついてしまったりしたことはありませんか？
●同和問題や外国人差別など、根拠のない思い込みや決めつけなど
ありませんか？

日時：９月１４日（金）１９：００～２１：００
場所：西阿倉川公会所
海蔵地区人権・同和教育推進協議会

第４９回 四日市市民スポーツフェスタ 出場チーム募集中！
★日

時 １０月６日（土）９：００～

グラウンドゴルフ大会のみ（四日市ドーム）
７日（日）８：００～ 総合開会式（四日市ドーム）
※雨天の場合、ウォーキング・ロゲイニングは８日(月)祝日にあります。
★
中央緑地公園、四日市ドーム他
★種 目 ソフトバレーボール・ファミリーバドミントン・タスポニー・
グラウンドゴルフ・ウォーキング・ロゲイニング・レクリエーション
★締切日 ８月２７日（月）
申込み・問合せ先

海蔵地区社会福祉協議会 健康推進部
ＴＥＬ・ＦＡＸ
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３３１－２７９９（林

迄）

下記の日時・場所で防災訓練のための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。
日

時

場

所

吹鳴パターン

主催団体

９月２日（日） 羽津地区市民センター、白須賀ポンプ場、羽津
９：００～

ポンプ場、八田一丁目自治会集会所、霞ヶ浦緑
地ゆめくじら駐車場、富士町

羽津地区

３０秒

一号公園、富士

連合自主防災会

町富士電機西市道、霞ヶ浦緑地四日市ドーム南
９月９日（日）
８：３０～

浜一色町郵便局前の旧橋北地区消防分団車庫

橋北地区

１分

市民センター

全講座無料
託児あり

☆最近子どもが生まれた人、新婚の人、未婚で子育てに興味がある人など、ぜひご参加ください
日
第１回

程

9/2(日)

手話通訳有

内 容

公開講座

※どなたでも参加できます

会場：総合会館８階 視聴覚室

「イクメンを超える！～人生１００年時代を笑って生きる父親とは？～」
講

師

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 安藤 哲也さん

第２回

9/30(日)

男性保育士直伝！パパ友みんなで親子ふれあい遊び（※）

第３回

10/28(日)

パパ友と一緒に！パパッと簡単！パパが作る料理講座（※）

第４回

11/18(日)

夫婦 De 子育て NEXT：人生 100 年時代の夫婦のパートナーシップ
講

師

NPO 法人ファザーリングジャパン

林田 香織さん

第５回

12/16(日)

教えて！先輩マイスター～マイスターのその後～（※）

第６回

1/20(日)

こんなときどうしたら？こどもの緊急に備えよう！（※）

第７回

2/17(日)

受講内容の発表 これでキミも子育てマイスター！認定式

※ママ向け講座がある日
↓ＨＰはこちらから↓
◇対象
全７回講座に参加できる市内在住または在勤の男性
◇託児
全日程で託児を実施します（満６か月～就学前まで。要事前申込）
◇申込
名前、住所、電話番号、託児の有無（お子様の名前と年齢）を電話、ＦＡＸ、Ｅメール
または、ハガキでこども未来課まで（締切 ８月２４日まで）
市役所ＨＰ「父親の子育てマイスター制度」下部の「メールでお問い合わせ」からも申込ができます
【問合せ先】こども未来課 〒510-0085 諏訪町 2－2 TEL 354-8069 FAX 354-8061
E-mail kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
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市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
試験放送を実施します！
８月２９日（水）１１：００ころから数分程度

（１）実施日時
（２）試験放送内容
放送機器

放送・吹鳴内容
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局および
ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放送されます。
【放送内容】 上りチャイム音(♪ピンポンパンポン
)
「これは、J アラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」

防災行政無線
（固定系）

下りチャイム音(♪ピンポンパンポン

)

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。
平成３０年度の試験放送の予定日です。
・１１月２１日(水)１１：００～

※屋外拡声子局

市内 119 箇所

【問合せ先】危機管理室

・平成３１年２月２０日(水)１１：００～

TEL３５４－８１１９

■募集人数

１人

■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

１１月１９日から平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります）

期

■勤 務 地

桜地区市民センター

■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

８月２０日（月）から９月１８日（火）（必着）

■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、
市役所５階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、月曜日か
ら金曜日（祝日を除く）の午前８時３０分から午後５時１５分までにお願いします。

■問合せ先

市民生活課

℡３５４－８１４６
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✿うみべのハリー
✿はらぺこおおかみとぶたのまち
✿のはらのおへや
✿おんなじ おんなじ
✿むしとりにいこうよ！
✿みちくさしようよ！
✿にちようびのぼうけん

✿としょかんのよる
✿なつのいちにち
✿ヘビのレストラン
✿もぐらはすごい
✿うちゅうはきみのすぐそばに
✿さんすうサウルス
✿すいぞくかんのおいしゃさん

2017 年 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】
9 月 1 日（土）

11：00～12：00
14：00～15：00

地震ゆれ実験

事前申込：不要

簡単な実験を通して液状化と耐震のしくみ

対象：小学生

を知ろう。

定員：各回先着 20 名
当日 9：00 から整理券配布

9 月 16 日（日） 14：00～14：30

プラザおんがくかい

事前申込：不要

ヴァイオリンとピアノの音色でいろいろな

対象：どなたでも

音楽を楽しもう♪

定員：なし
協力：奥村 優さん（ヴァイオリン）
井浦 貴子さん（ピアノ）

9 月 17 日（月） 14:00～15：00

敬老会

事前申込：不要

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にけん

対象：どなたでも

ちゃん（腹話術人形）に会いに行こう！楽

定員：なし

しいお話盛りだくさん。家族みんなで楽し

協力：有竹 幸子さん

もう！
9 月 24 日（月） 11：00～12：00

13：30～14：30

メモ帳作り

事前申込：不要

のりと紙を使って、自分だけのメモ帳を作

対象：年中児～小学生

ろう。

定員：各回先着 20 名
当日 9：00 から整理券配布

料

金： 無料

所在地： 四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 TEL：330‐5020
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FAX：334-0606

