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かいぞう地区

伊藤 真実子
(市民文化部 四郷地区市民センター)

谷口 郁実
(財政経営部

日

◆時 間 １０：００～１１：３０
◆対 象 おおむね６５歳以上の方
◆持ち物
など
各自必要なもの

程

開催場所

検索

市民税課)

話の内容

4/19（月）

♪軽い体操ができる服装でお越しください♪
※日程によって開催場所が変わります。
※暴風雨・地震等で警報が発令された場合は開催中止
となります。
※話の内容は都合により変更されることがあります。
途中参加・退席 OK です。

「かいぞう・はつらつ健康塾！」終了後、３０分

5/17（月） 三ツ谷公会所

認知症について

6/21（月） 海蔵南公会所

食中毒予防

7/12（月） 野田公会所

お口の健康

8/16（月）

お口の健康

9/6（月）

認知症について

9/20（月） 西阿倉川公民館

認知症について

10/4（月）

認知症について

10/18（月） 三ツ谷公会所

お口の健康

11/15（月） 海蔵南公会所

お口の健康

12/20(月) 野田公会所

認知症について

程度の座談会を開催します。自由参加ですので、

1/17（月） 西阿倉川公民館

食中毒予防

お時間がありましたらどうぞお気軽にご参加くだ

2/21（月） 三ツ谷公会所

食中毒予防

さい

3/14(月)

お口の健康

問合せ先：海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３３－９８３７
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健康づくりボランティアのヘルスリーダーと一緒に、
運動とレクリエーションで楽しく！笑って！介護予防を目指しましょう！
★日 時 ４月２６日(月)１０：３０～１２：００
★会 場 海蔵地区市民センター
★対 象 おおむね６５歳以上の市民の方
★持ち物 マスク・タオル・飲み物
※マスクの着用、水分補給をお願いします。
発熱や咳等の風邪の症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染
リスクを心配される方は、参加を控えていただきますようお願いします。

【問合せ先】高齢福祉課

ＴＥＬ ３５４－８１７０

申込み・参加費不要
※運動しやすい服装で
お越しください

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。
主に小学生～高校生を対象にした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。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。
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、工作室や図書室などの設備が充実した施設で雨の日も
遊べます。ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】

4 月 11 日

10:30～11:00

えほんのひろば

対象/どなたでも

おはなしとわらべうたであそびましょう。

定員/先着 10 組

ドッジボール大会

対象/小学生

ドッジボール大会をしよう！

定員/20 名

10:00～11:30

4 周年記念イベント
めざせ！妖怪マスター

対象/0 歳から 18 歳までの児童

～

12:30～14:00

トリックアートやミニゲーム、宝探しなど、

5 月 5 日

15:00～17:00

（日）

4 月 25 日

15:15～16:15

（日）

4 月 29 日
（木・祝）

（水・祝）
料金

（未就学児は保護者同伴）
定員/各回 30 名

プラザにちりばめられたミッションをクリア
せよ！

無料

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント実施状
況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。
こども子育て交流プラザ
TEL：330-5020

所在地：東新町 26 番 32 号

FAX：334-0606
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橋北交流会館 4 階

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

合併処理浄化槽維持管理補助制度改正のお知らせ
公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽を適正に維持管理している方を支援するため、
補助金を交付しており、令和３年度より補助金を増額します。
補助金申請

浄化槽法に基づき行っていただく維持管理

法定検査の結果が

法定検査

「適正」「概ね適正」の場合
支援しています

変更前

変更後

人槽

補助金額

補助金額

５～６人槽

7,000 円

12,000 円

７～９人槽

9,000 円

14,000 円

10～50 人槽

12,000 円

17,000 円

4 月１日以降に
法定検査受検した人が
対象だよ
締め切りは
令和４年３月３１日だよ

交付条件


専用住宅または併用住宅（併用住宅には条件あり）であること



補助対象区域（公共下水道等の供用区域外）にお住まいであること等



※その他、合併処理浄化槽設置補助制度も補助金額を改定しました
問合せ先：上下水道局 生活排水課 浄化槽指導係 ＴＥＬ ３５４－８４０２

(令和３年度

四日市市地域防犯活動支援事業補助金)

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の
購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費等
■補助額
補助対象経費の９／１０以内（上限１０万円）
※ドライブレコーダーにかかる経費の補助上限額は、
１台につき１万円（ただし、青パト団体に限ります）
百円未満の端数は切り捨て
■応募締切
■申請方法
■その他

５月７日（金）
お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出
補助対象経費など詳しくは、市民協働安全課までお問い合
わせください
問合せ先：市民協働安全課 ＴＥＬ ３５４－８１７９
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三重県警察によると、市内で市役所職員等を名乗る「還付金詐欺」の電話が相次ぎ、被害が発
生しています。
また、令和２年中の三重県下における特殊詐欺の被害額は約４億円に上り、令和元年の被害額
（約１億円）を大幅に上回りました。
こういった特殊詐欺による被害を事前に防止するには、「自動通話録音警告機」が有効です。
これは、固定電話に接続して使用する機器で、電話の呼び出し音が流れる前に、発信者に対し
て警告メッセージを流したうえで、通話を録音することができます。
自動通話録音警告機は、三重県警察で無料貸し出しを行っていますので、貸出を希望される方
は、お住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にお問い合わせください。
四日市北警察署
四日市南警察署
四日市西警察署

３６６－０１１０
３５５－０１１０
３９４－０１１０

市民生活課 市民・消費生活相談室（市役所１階）
ＴＥＬ ３５４－８２６４ （受付は平日 9:00～12:00,13:00～16:00）

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。
本選

：10 月 17 日（日） 文化会館第１ホール

司会・進行：青島広志さん
応募資格 ：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません

参加料

：１グループにつき 2,000 円

応募方法

：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を下
記実行委員会まで送付してください。ホームページからも応募できます。
締切…7 月 15 日（木）
（必着）

※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、
各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。
◇申し込み先／問い合わせ先
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会
（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
TEL 354-8239 FAX 354-4873
ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp
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