回 覧
第 １４ 号
平成 ３０年 １０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

６日（火） 集団検診
（海蔵地区市民センター）
７日（水） 集団検診
（海蔵地区市民センター）
８日（木） 集団検診
（海蔵地区市民センター）
１１日（日） 堤防清掃
（海蔵川・三滝川堤防）
９：００～
２５日（日） グラウンドゴルフ大会（山手中グラウンド）
９：００～
２６日（月） 山手中クリーン大作戦（地区内）
１４：１５～

毎週火曜日 海蔵地区くすの木サロン
１６日(金)

10:00～
13:30～
13:00～

野田公会所

１４日（水）阿倉川町
１４日（水）東阿倉川１区
１６日（金）みゆきヶ丘二丁目
２２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

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内
“元気印”で過ごすための食生活の話や楽しい運動を紹介します。食生活につい
ては「食生活改善推進員」が、運動については「ヘルスリーダー」が担当します。
日 時：１１月１５日（木）１３：３０～１５：００
会 場：海蔵地区市民センター
対 象：おおむね６５歳以上の市民
定 員：３０名程度（申込不要）参加料：無料（試食あり）

“いつものおかずに
プラス１品!!”におす
すめの簡単おかず
の試食もあります。

持ち物：タオル、お茶、筆記用具
その他：運動しやすい服装でお越し下さい。
【問合せ先】健康づくり課

災害に備えましょう

ＴＥＬ３５４－８２９１

災害によるライフラインの停止は、長期に及ぶ可能性もあります。災害に
備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

また、非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰め、すぐに持ち出せるよう準備
しておき、避難する際には持っていきましょう。地区の訓練などの機会に、袋の中身を点検し
たり、重すぎないかどうか一度背負ってみたり、持ち出す訓練などもしてみましょう。
【問合せ先】 危機管理室 TEL３５４－８１１９ FAX３５０－３０２２
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毎年恒例の海蔵川・三滝川堤防の清掃奉仕活動を「身近な自然を体験する県民デー」に
あわせて開催します。海蔵川・三滝川の堤防清掃や桜の枝切りを通して、地域住民同士が
ふれあい、自然を大切にする心や郷土を愛する心を培うことを願っています。

【日
【主

時】 １１月１１日（日） ９：００～１１：３０
※小雨決行、雨天順延１１月１８日（日）
催】
海蔵地区社会福祉協議会 環境部

【問合せ先】

海蔵地区市民センター

ＴＥＬ３３１－３２８４

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）を平成２３年度より市にて購入、配付しておりま
すが、使用には火薬類取締法に基づく事前講習を受講していただく必要があります。
そこで下記のとおり 使用講習会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。
※過去に受講された方は、これまでと同一の内容であるため、受講の必要はありません。
■日

時： １１月２３日（金・祝） １０：００～

■場

所： 保々地区市民センター２階会議室

■申込み：不要

■内

容： 使用講習、使用実演、質疑応答など

■料 金：無料

■講

師： 伊藤煙火工業株式会社

■問合せ先： 農水振興課

■受講証明書：後日、受講証明書を受講者の自宅へ郵送します

●火災の発生状況

TEL ３５４－８１８１

平成 30 年 8 月末現在の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 72 件で、

平成 29 年同期の 69 件と比べ 3 件増え、うち建物火災が 37 件で全体の約 51％を占めています。
主な出火原因は、たき火、放火（疑い含む）、たばこです。

●住宅防火

いのちを守る

7 つのポイント

≪3 つの習慣≫

≪4 つの対策≫

①寝たばこは、絶対やめる。

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ストーブは、燃えやすいもの

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

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。

●もしものときに備えて

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。

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ふ
き取りましょう。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

TEL 356-2010 FAX 356-2041
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８月１日(水)より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が全国のキャラク
ターの人気を競う「ゆるキャラ®グランプリ２０１８」に出場し、日本一を目指しています。
ゆるキャラ®グランプリのホームページから毎日１メールアドレスにつき１票ずつ、
投票ができますので、パソコンや携帯電話から皆様の一票を
投じて「こにゅうどうくん」を応援してください。

投票期間： 8 月 1 日（火）～11 月 9 日（金）
公式サイト:

http://www.yurugp.jp/index.php
※初回のみメールアドレスの登録が必要です
問合せ先：観光交流課 TEL 354－8286 FAX 354－8315 MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp

「四日市公害と環境未来館」に来館される皆様に、展示などについてわかりやすく
解説していただける方を養成する講座です。
対

象

18 歳以上の人

場

所 四日市公害と環境未来館など

内

容
１

２

３

４

５

６

７

11 月 17 日（土） ・
「四日市公害と環境」講師 四日市市
10:00～15:30
・
「四日市公害と環境未来館」見学
・
「四日市市の大気保全」講師 四日市市
11 月 24 日（土）
・
「公害健康被害者の救済」講師 四日市市
10:00～16:00
・バスによる見学（塩浜[磯津]地区など）
12 月 22 日（土）
・バスによる見学（西淀川・公害と環境資料館「エコミューズ」など）
8:00～18:00
・
「四日市公害とぜん息」
1 月 19 日（土）
講師 元三重県立大学附属塩浜病院内科医師 柏木 秀雄さん
10:00～15:30
・
「四日市公害訴訟」講師 元四日市公害訴訟弁護士 野呂 汎さん
・四日市公害の語り部講話 講師 四日市公害訴訟原告 野田 之一さん
・
「四日市公害と企業の環境対策」
2 月 7 日（木）
講師 コンビナート企業 OB 佐藤 一雄さん
10:00～16:00
・バスによる見学「企業の環境対策」（霞共同事業㈱）
・
「四日市公害と市民運動」講師 四日市再生「公害市民塾」
2 月 16 日（土） ・
「解説員の活動について」講師 四日市公害と環境未来館解説員
10:00～15:30
・
「話し方教室」講師 四日市市
・
「解説員実習」
3 月 2 日（土）
・
「解説員実習」
10:00～15:30

定

員

15 人（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知）

料

金

無料

申込み

11 月 5 日（月）までに住所、名前、電話番号、年齢を、はがきかファックス、E メールで
お申し込みください。
〒510-0075 安島 1-3-16 TEL 354-8065 FAX329-5792
MAIL.kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
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四日市市立博物館

開館 25 周年記念特別展

平成 30 年は萬古焼の創始者の沼波弄山（ぬなみろうざん）翁の生誕
300 年の年です。萬古焼業界を中心に様々な事業を展開・発信しています！
普段、萬古焼というと急須や土鍋を思い浮かべると思いますが、
今回の企画展「萬古焼の粋(いき) ‐陶祖 沼波弄山から現在、未来に
繋がる萬古焼‐」では、過去から現在、そして未来につながる歴史的
展示を感じられ、普段ではなかなか目にできない個人所蔵のユニーク
な作品などが展示されています！
ご家族、友人をお誘いあわせの上、ぜひお越しください！

☆期

間：９月２９日（土）～１２月２８日（金）
10:00～17:00 月曜日は休館（祝日は開館）

☆場 所：ばんこの里会館３階ホール 陶栄町４番８号
☆入場料：５００円（中学生以下無料）
☆問合せ先：ばんこの里会館 TEL 330-2020

久留倍遺跡まつり～ウォーク（スタンプラリー）・講演会～
大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」の周辺の史跡など約 3.5 ㎞を巡って、古代
に想いを馳せてみませんか。ウォークのコースに、復元建設中の八脚門も含みます。
ウォーク
１．日 時
２．場 所
３．参加料
講演会
１．日 時
２．場 所
３．内 容

11 月 11 日（日）9:00～11:45（受付 8:45～9:15）雨天実施
くるべ古代歴史館（大矢知町 2323－1）
無料
４．申し込み 不要

同日 13:30～15:30（受付 13:00）
あさけプラザ第１小ホール
朝倉由希さん（文化庁地域文化創生本部研究官）
「遺跡と地域の幸せな関係～みんなで守り活かして育てよう、地域の宝～」
※遺跡をテーマに久留倍でできることは何か、福井県一乗谷朝倉氏遺跡での
実践例を交えてのお話
４．参加料 無料
５．申し込み 不要

久留倍官衙遺跡
１．日 時
２．場 所
３．参加料

八脚門建設現場見学会

くるべいせき

11 月 11 日（日）11:00～12:00 雨天実施
久留倍官衙遺跡史跡地内
無料
４．申し込み 不要 ※ウォークとは別に開催します

行き方など詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。
四日市市教育委員会社会教育課

TEL354-8240 FAX354-8308
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✉syakaikyouiku@city.yokkaichi.mie.jp

