回 覧
第 １２ 号
平成２９年 ９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
１０月 ４日（水） 肺がん・結核検診

検索

（海蔵地区市民センター）9：30～

１０月 ７日（土） 人権を考える集い講演会（海蔵小学校多目的室） 13：30～
１０月 ７日（土) 海蔵幼稚園運動会

(海蔵幼稚園運動場)

9：00～

１０月１４日 (土) 海蔵保育園運動会

(海蔵保育園運動場)

9：00～

１０月１７日 (火) イキイキ教室

(海蔵地区市民センター) 13：30～

毎週火曜日 海蔵地区福祉の家

９：30～
１3：00～
６日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
２０日(金) 野田公会所
13：30～

１３日（金）阿倉川町
１３日（金）東阿倉川１区
１８日（水）みゆきヶ丘二丁目
２５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

海蔵地区市民センターで実施する集団検診の締切が近づいています。
お早めにお申し込みください。
※定員に達した場合、締切日前でも申し込みをお断りする場合があります。
日程
時間
１０月 ４日（水） 午前・午後
午前
１１月 ７日（火）
午前・午後
８日（水）
９日（木）
午後

検診内容
申込締切日
肺がん・結核検診
９ 月２０日（水）
胃がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ） １０月１０日（火）
大腸がん検診
子宮頸がん検診

※詳しくは、広報よっかいち４月下旬号別冊をご覧ください。

婦人会では地区文化祭(１０月２８日(土)２９日(日)開催予定)でバザーを開催します。
ご家庭に不用品(新品)がありましたら１０月１４日(土)までに各町の婦人会本部役員、理事宅まで
届けて頂きますようにご協力をよろしくお願いいたします。
問合せ先 婦人会会長

笹岡 乗子

TEL ３３１－７９３３・３３３－６６２８
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障害のあるなしにかかわらず住みよい街づくりを

講師

日時

田中宏幸社会福祉士事務所代表

―「障害者差別解消法から」―

田中宏幸氏

１０月７日(土)
１３：３０～１５：００(開場１３：００)

場所

四日市市立海蔵小学校

多目的室

※手話通訳付き
※上履き(スリッパ)をご持参下さい。
※駐車場(地区市民センター)に限りがあります。

○入場無料 (定員８０名)
○事前予約不要
○当日は先着順です
(満員の際は入場をお断り

することがあります)
乗り合わせの上ご来場ください。
※駐車場における事故、トラブルについては、一切責任を負えません。
主催 人権を考える集い実行委員会
（海蔵地区連合自治会/社会福祉協議会/人権・同和教育推進協議会）
問合せ先
地域団体事務局
海蔵地区市民センター２階
TEL

かいぞう・はつらつ健康塾！
★日
★場
★内
★対
★持 ち

時
所
容
象
物

★申 込 み
★問合せ先

参加費:無料

１０月１６日(月) １０：００～１１：３０
三ツ谷公会所
お口の健康
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、直接開場へお越しください
海蔵在宅介護支援センター TEL ３３３－９８３７

橋北小学校

333-8770

※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。

給食パートを募集（１０月中旬からの勤務です)

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員補助（給食パート）１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 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、履歴書を
提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

◇応募期間 ＝ ９月２０日（水）～１０月４日（水）
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第１回 １０月１５日

(日)
１３：３０～１５：３０
四日市総合会館３階
社会適応訓練室
「難聴の楽しい生活のすすめ」ＢＹアイランズ

三重県難聴・中途失聴者協会

日間賀恵子氏

対象者：市内在住の難聴者・中途失聴者の方及び家族や難聴・中途失聴について関心のある方
参加料：無料
定 員：２０名(定員を超えた場合はお断りすることがあります)
※要約筆記あり、赤外線難聴システム、磁気誘導ループあり
※第２回は、難聴・中途失聴の人に役立つスマートフォンを使った教室を計画中です。(１月予定)

申込みは１０月５日(木)までに四日市市社会福祉協議会 四日市市障害者福祉センターへ
TEL：３５４－８２７５ FAX：３５４－８４２６
E-mail：y-with@m3.cty-net.ne.jp
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遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に無
料で応じます。
■ 日時及び場所

第１回 １０月１日（日） １０：００～１６：００
イオン四日市尾平店 1 階 エスカレーター横
第２回 １０月１５日（日）１０：００～１６：００
ララスクエア四日市（アピタ四日市店）1 階 徳兵衛横

料金無料
申込不要
直接会場へ
お出かけく

■ その他

第３回 １０月２１日（土）１０：００～１６：００
ださい
日永カヨーショッピングセンター 1 階 広場横
毎月第１・３火曜日(祝・休日を除く)の１３：００～１６：００に、

市役所１階の市民相談コーナーで行政書士相談を行っています。(要予約)
相談をご希望の方は、平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に
市民相談コーナーへ電話(３５４－８１５３)または面談で予約してください。
問合せ先：三重県行政書士会四日市支部 山本

(TEL３４０－５９５６)

市民・消費生活相談室(TEL３５４－８１４７)

第６回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち
観覧者募集！

問合せ先：三重県行政書士会四日市支部 山本（TEL340-5956）

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた
15 家族が四日市を舞
市民・消費生活相談室（TEL354-8147）
台に腕を競い合います。
それぞれの個性が輝くバラエティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールに、是非、みなさまお
誘い合わせの上、お越しください
日 時 10 月 15 日（日）13:00 開演（12:20 開場）
場 所 四日市市文化会館第１ホール
入場料 無料（入場整理券が必要です。）
※入場整理券を 9 月 20 日(水)から配布します。（お一人につき 4 枚まで）
※配布場所は、文化振興課、四日市市文化会館、三浜文化会館、あさけプラザ、各地区市民セ
ンター、男女共同参画センターです。
※往復はがきでの申し込みもできます。
（はがき 1 枚につき 4 人まで）10 月 5 日(必着)までに「往
復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し、(1)郵便番号(2)住所(3)
名前（グループの場合は代表者名）(4)電話番号(5)希望枚数（はがき 1 枚につき 4 人まで）
を記入のうえ、〒510-8601 四日市市 文化振興課 までお送りください。なお、申し込み
期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）をお出しできない場合がありま
すのでご了承ください。
問合せ先 文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９
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