お知らせ

令 和 元 年 7 月5 日 号

◆八王子町虫送り祭◆

四郷地区市民センター
TEL 321-2021・FAX 320-2090
四郷地区団体事務局
TEL・FAX 322-5675
四郷地区 HP http: //yogou-mie.com/

日時：７月２０日（土）
〔雨天時は 2１日（日）に順延〕
新出雲橋 19 : 00  旧八王子駅跡 19 : 45  吉田神社 20 : 30

夏祭

※15：３０から吉田神社拝殿前で大太鼓・大鉦をたたけます。
＜主催＞三大行事実行委員会

◆小林町虫送り祭◆

Yogou
×
Mayor

市から提示するテーマ

“新総合計画”

四日市市

タウンミーティング

市長自らが直接地域に赴き、

四郷地区

地域の皆さんの声を積極的にお
聴きして意見交換を行うことで施
策に反映し、もって地域力の向上
を図ることを目的としてタウンミー
ティングを開催します。会場の皆
さんとのフリートークの時間もありま
す。（手話通訳・要約筆記あり）
※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民
に限らせていただきます
※会場および駐車場のスペースには限りがあ
りますのでご了承ください
※台風などにより開催日が変更となる場合が
あります

ぜひ、ご参加ください。
■問合せ先 広報マーケティング課
354-8244 FAX354-8315

♪本の寄贈がありました♪
・寄贈図書：
「ヘルプマン！！ 取材記 第３巻」
・寄 贈 者：NPO 法人 りんどうの会

日時：７月２７日（土）
〔雨天時は２８日（日）午前中に順延〕

四
郷
地
区
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Ｐ
で
は
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お
知
ら
せ
よ
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う
』
が
カ
ラ
ー
で
見
れ
ま
す
。

小林町公民館 18 : 00  四日市ラケットクラブ 18 : 10
 旧パチンコ玉ちゃん 18 : 45  JA 南部育苗センター19：35
 小林町公民館 20：35
※小林町公民館で特大太鼓乱舞があります。
＜主催＞小林町文化保存会

◇◇参議院議員通常選挙のお知らせ◇◇
◎投票日
◎投票所

７月２１日（日）

７：００～２０：００

四郷第一（四郷小学校）
四郷第二（四郷保育園）
笹川東（笹川小学校）
笹川西（旧笹川西小学校）
高花平（高花平中央集会所）

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って所定の
投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇
◎第１期日前投票所 総合会館

皆様！ぜひ
ご利用ください。

投票日 ７月５日（金）～７月２０日（土）８：３０～20：００
◎第２期日前投票所 三重北勢健康増進センター
第３期日前投票所 防災教育センター
第４期日前投票所 中消防署中央分署

6 月１５日（土）、
「日野親睦会」の皆さんが、センター敷地内に夏らしいきれいな花を
植えてくださいました。センターがとても華やかになりました。
暑い中、本当にありがとうございました。

＜お知らせ＞

第５期日前投票所 南消防署南部分署
第６期日前投票所 北消防署北部分署
投票日 ７月１３日（土）～7 月２０日（土）８：３０～20：００
※総合会館と開設期間が異なりますので、ご注意ください。
問合せ先：選挙管理委員会事務局 諏訪町１番５号

8 月の自動車文庫はお休みです。
回
覧

354－8269

訂正
固定資産税・都市計画税
（第２期分）

納期限は７月３１日（水）です

「お知らせよごう」６月２０日号の「四日市市議会 議会報告会のお知
らせ」の記事で、下野地区市民センター及びララスクエア四日市の住所
に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。訂正してお詫び致します。
○下野地区市民センター：朝明町９１４-３
○ララスクエア四日市：安島 1-３-３１
裏面もご覧ください→

むすび座

なかよし劇場

人形劇 「はらぺこぺっこん」
「ブレーメンのおんがくたい」

♪食生活改善推進員 養成講座 「栄養教室」受講生募集♪

♪日
♪場
♪内

時：８月２３日（金）１０：３０～（約 1 時間）
所：四郷地区市民センター ２階ホール
容：人形劇団むすび座による人形劇：「はらぺこぺっこん」
同時上演「ブレーメンのおんがくたい」
♪対
象：４歳くらいから小学生までの児童とその保護者
♪定
員：１００名（先着順） 【参加費無料です】
♪申込み・問合せ先：四郷地区市民センター 321-2021

食生活改善推進員とは、地域で調理実習等を通じ、
「日頃の食生活の大切さ」を伝えるボランティアです。
自分自身や家族、地域の人の健康づくりのために食生活について学び、仲間と一緒に活動しませんか？
食に興味がある人、新しいことをはじめたい人、お申込みをお待ちしております♪
♠対象者：受講後に四日市市食生活改善推進協議会の会員としてボランティア活動ができ、市内に
在住する20歳以上の人 （※過去に受講したことのない人）
♠日 時：①8月20日、②9月17日、③10月29日
④12月17日、⑤令和2年1月28日（全5回）
いずれも火曜日 10：00～15：00
♠場 所：四日市市役所及び四日市市総合会館
.♠内 容：講義や調理実習など
♠定 員：30人
♠料 金：2,000円（実習材料費）

【はらぺこぺっこん】
はらぺこ子ぎつねのぺっこんがお皿に化けて、
みこちゃんのおやつや、けんちゃんのカレーをペロリ‼
かわいいお皿が大失敗の大活躍。
ぺっこんは、みんなと仲良くなれるかな？

【ブレーメンのおんがくたい】
個性豊かな動物たち、ロバ・イヌ・ネコ・オンドリは「だめなやつ」とか「役にたたない」と
言われます。でも、明るくたくましく、けんかをしながらも実にいきいきとブレーメンへの旅を
します。そしてついに、みんなの協力でどろぼうを追い出し、すみかを得ました。仲間がいると
ころ、それが彼らの「ブレーメン」だったのです！

♠申込み：8 月 7 日（必着）までに、健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、名前（ふりがな）、
年齢、住所、電話番号、「栄養教室受講希望」と明記の上お申し込み下さい。応募多数の場
､
合は抽選となります。（結果は全員に連絡します）
♠申込み先：〒510-8601 諏訪町 1-5 健康づくり課 354-8291 FAX353-6385

センター図書室より新刊のご案内
♦貸出開始日：７月 18 日（木）
新刊の貸し出しは、◆お一人 1 冊

◆２週間まで

とさせていただきます。

【一般書】

❖ひと

小野寺

史宜

❖百花

川村

元気

❖1R1 分 34 秒

町屋

良平

❖今はちょっと、ついてないだけ

伊吹

有喜

❖妻のトリセツ

黒川

伊保子

❖愛なき世界

三浦

しをん

❖そして、バトンは渡された

瀬尾

まいこ

❖ひとつむぎの手

知念

実希人

❖熱帯

森見

登美彦

❖出会いなおし

森

❖樹木希林 120 の遺言

樹木

希林

❖50 歳からのきくち体操

菊池

和子

絵都

❖きのう何食べた？
❖主役は、ごちそうおにぎり

Tesshi

１．募集対象
（１）文化功労者
長年（概ね 20 年以上）にわたり学術、芸術、その他文化の振興に
寄与し、その功績が顕著である個人（60 歳以上）または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または、
活動拠点が市内にある個人、団体。
（２）市民文化奨励賞
市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与
が、将来においてさらに期待される個人または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがあるかまたは、活
動拠点が市内にある個人、団体。
２．候補者の推薦
上記（１）または（２）に該当する個人または団体があるときは、
関係機関および関係団体からの推薦による。候補者の推薦にあたって
は、募集要項に従って推薦書および候補者調書を提出。
３．審査方法
（１）、
（２）とも書類による審査
４．募集期間
7 月 1 日（月）～ 8 月 5 日（月）（消印有効）
※詳しくは・・・文化振興課 354-8239 へお問い合わせください。

6 月２日(日)に笹川西公園で直下型の巨大地震を想定し、初期消火
､応急救護､煙体験等、防災訓練を行いました。地震発生直後の各丁
防災本部体制の確立と被害状況の把握を主目的に、51９名が真剣に
参加されました。
四郷消防団長から、地震発生直後に救急隊は、すぐには来られな
いことを前提に、自助、共助を体感し、いざとなったら、自らの命
を守れるように真剣に取り組むようアドバイスがありました。
高齢化も進み、若い力の防災への取り組みを進め
るために、中学生の皆さんも被災者のタンカー搬送
体験等に取り組んでもらいました。

人権擁護委員をご存知ですか？
人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で、地域や町の
皆さんのために日々、人権啓発活動などに取り組んでいます。
◆四郷地区の人権擁護委員は、
藤本 俊幸
さん です。 （東日野町）
（任期は令和元年７月１日から３年間）
◆人権についてお困りやお悩みの際は、法務局の人権相談をご利用
ください。
みんなの人権１１０番：0570-003-10

