回 覧
第 １０ 号
令和元年 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
１２日（木）
２８日（土）

検索

山手中体育祭 （山手中グラウンド）
予備日１３日（金）
海蔵小運動会 （四日市ドーム）

８：５０～
９：００～

海蔵地区くすの木サロン 10：00～
13：30～
２０日(金) 野田公会所

13：00～

１３日（金）阿倉川町
１３日（金）東阿倉川町１区
１７日（火）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

地区懇談会のお知らせ
海蔵地区人権・同和教育推進協議会
●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１３日（金）１９：００～２１：００
場所：阿倉川新町集会所

第５０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１２日（土）９：００～

１３日（日）８：００～

グラウンドゴルフ大会のみ（四日市ドーム）
総合開会式（四日市ドーム）

★
★種

四日市ドーム、霞ヶ浦体育館他
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（火）
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 ３３１－２７９９（ 林 ）
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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１日（日） 羽津地区市民センター、白須賀ポンプ場、
９：００～

羽津ポンプ場、八田一丁目自治会集会所、

（雨天決行）

富士町一号公園、富士町富士電機西市道、

１分間

霞ヶ浦緑地ゆめくじら駐車場、

羽津地区
連合自主防災会

霞ヶ浦緑地四日市ドーム南
９月１日（日）

浜一色町郵便局ほか

８：３０～

令和元年度

１分間

四日市市

橋北地区
防災組織連絡協議会

認知症市民公開講座

認知症の人や家族を理解し、認知症の人も生活しやすいまちについて考える講座です。
場

所：四日市市総合会館

8階

視聴覚室

時
内

間：9 月 21 日（土）13：30～16：00
容：【第Ⅰ部 活動報告】
「四日市市の認知症施策の取り組みについて」
講師 四日市市認知症地域支援推進員
【第Ⅱ部 基調講演】
認知症の人とともに歩む道
こ す が

講師 小菅もと子さん（「忘れても、しあわせ
（角川文庫）、映画「折り梅」原作著者）

認知症の義母とくらして」

定
料

員：200 人（応募多数の場合は抽選。参加できない場合のみ 1 週間前までに連絡）
金：無料

申

込：９月６日（必着）までに住所、名前、電話番号、あれば自分や家族が認知症に
なったときの心配ごとをはがきかファックス、Ｅメールでお申込みください。

問合せ先：〒510-8601 諏訪町１－５ 高齢福祉課
ＴＥＬ ３５４－８１７０ ＦＡＸ ３５４－８２８０
Ｅメール chiikishien@city.yokkaichi.mie.jp
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防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します
（１）実施日時
８月２８日（水）１１：００頃から数分程度
（２）試験放送内容
訓練機器

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

防災行政無線
（固定系）

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。」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訓練ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。

※屋外拡声子局 市内１１９箇所

●０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。
●本年度は今回のほか、あと２回の試験放送を予定しています。
令和元年 １２月４日（水） １１：００から
令和２年 ２月１９日（水）

１１：００から

問合せ先

危機管理室

女性のための自己尊重講座

ＴＥＬ

３５４－８１１９

全５回

あなたの思いや気持ち、言葉で表現できていますか?
私の思いや気持ちを言葉で表現することは、
講師
私を大切にすることなのです。
日付
第1回
第2回

時間

内

10:00 ～
9/2８
(土)

12:00
13:00 ～

「自分を大切にできていますか」
～自分を尊重することを学ぶ～

第4回

(土)

12:00

10/1２
(土)

～なぜ気持ちを言葉にできないか気づく～
「自己表現してみましょう」

13:00 ～
15:00

第5回

「私が言いたいことは」

10:00 ～
10/５

容

「はじめまして！仲間との出会い」
～人の中での私～

15:00
第3回

石田ユミさん（フェミニスト
カウンセラー・公認心理師・
臨床心理士）

～言葉にできることで自信が持てる～

10:00 ～
12:00

「自分らしく生きる」
～自分も他者も大切にする生き方～

◆問合せ先・申込み・託児申込み◆

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

場所
本町プラザ５階 第３会議室
対象
全５回参加できる市内在住・通
勤・通学の女性
定員
３０人 定員になり次第〆切
参加費
無料
弁当
９月２８日、１０月５日の弁当
（５８０円）の注文を受けます。
託児
有 (６カ月から小学３年生程度
まで）無料・先着 10 人程度
９月３日(火)までに要申し込み。

四日市市本町９番８号本町プラザ３階

ＴＥＬ：３５４－８３３１
ＦＡＸ：３５４－８３３９
Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
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「西阿倉川連合自治会様」と「くすの木サロン様」のご支援をいただき、大四日市まつりに勇んで
出演することができました。
また、当日は大勢の方にお越しいただきました。心より感謝申し上げます。
そして、秋には例年通り、第三日曜日の１０月２０日（日）に秋祭りを予定しております。
よろしくお願いいたします。

【参加者募集】

西阿倉川にお住まいの小学生の参加をお待ちしております！みんな初心者からの
スタートです。練習は夜１９：３０～２１：００ ２週間の期間限定です。他の
活動に所属している子でも参加できます。さあ、一緒に地域のみんなと獅子舞を
楽しもう！
【問合せ先】 西阿倉川獅子舞保存会 会計 伊藤 了 ＴＥＬ ３３１－３６１３

７月１５日（月）に決勝戦が行われ、三泗野球少年団 夏季
大会で優勝することができました！
公式戦の優勝は２０年振りになります。チームは三泗地区
代表として、第２２回ろうきん杯三重県大会に出場します。
応援よろしくお願いいたします！

【団員募集中】
汗・泥・涙にまみれて野球を頑張る、青春真っ只中
の選手達の仲間になりませんか？
詳しくはＨＰやブログをご覧ください。
【問合せ先】
０９０－５６００－６８６４（父母会長：森）
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【２０１９年戦績】
三泗野球少年団春季大会 ３位
スポ少交流大会 三重県大会 ベスト８
四日市市学童軟式野球大会 ベスト１６
三泗野球少年団夏季大会 優勝

