お知らせ

人形劇団
むすび座が
やってきます！

令 和 4年 7月 5日 号
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/

人 形 劇

キツネくんと
オオカミさんの巻
「えー、ともだちやです。
ともだちはいりませんか？
ともだち いちじかん ひゃ
くえん」
キツネくんは「ともだちや
さん」を始めることに…。

キツネくんと
オオカミさんと
コダヌキくんの巻
いつも楽しそうに遊んで
いるふたりを、遠くから
見ているコダヌキくん。
でもオオカミさんが怖く
て、なかなか声がかけら
れません…。

♪日 時：8 月 26 日（金）10：30 ～（約 1 時間）
♪場 所：四郷地区市民センター 2 階 ホール
♪対 象：4 歳くらいから小学３年生までの児童と保護者
♪定 員：25 組（先着順）
♪参加費：無料
♪申込み：7 月 27 日（水）8：30 から受付開始 ※電話受付のみ
♪共 催：四郷地区民生委員児童委員協議会・笹川保育園子育て支援センター
四郷地区市民センター
※当日は新型コロナウイルス感染予防のため、自宅で検温し、マスク着用でお願いします。
状況により中止となる場合があります。
【申込み・問合せ先】四郷地区市民センター  321-2021（平日８：30 ～ 17：15）

ヘルスリーダーによる

自動車文庫
８月はお休みです

８月はお休みです

回
覧
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申込み開始
７月１３日（水）～

2021
ＳDGｓについて学ぼう！～マリンリース作り～
マイクロプラスチックなどの海ごみの問題を通じてＳDGｓについて学びます。
◆日

時：８月 5 日（金）14：00 ～ 15：30

◆場

所：四郷地区市民センター ２階 ホール

◆講

師：四日市公害と環境未来館

◆対

象：小学生（３年生以下は必ず保護者同伴）

◆定

員：10 名（先着順）

山本さん

◆参加費：無料
◆持ち物：持ち帰り用袋、筆記用具、飲み物

楽しく環境学習～木の実と貝がらのフォトフレーム作り～
三重県で採れる自然素材を使ったフォトフレーム作りを通じて、海ごみや山と海のつながりに
ついて学びます。
◆日

時：８月 16 日（火）10：00 ～ １1：30

◆場

所：四郷地区市民センター ２階 ホール

◆講

師：三重県環境学習情報センター 環境学習推進員 坂崎さん

◆対

象：小学生（３年生以下は必ず保護者同伴）

◆定

員：12 名（先着順）

◆参加費：500 円（当日集めます）
◆持ち物：持ち帰り用袋、筆記用具、飲み物
★当日は新型コロナウイルス感染予防のため、自宅で検温し、マスク着用でお願いします。状況により
中止となる場合があります。
【申込み・問合せ先】四郷地区市民センター  321-2021（平日 8：30 ～ 17：15）

８月
高知市から始まった「百歳体操」、各地に広がりを見せています。一緒に始めましょう！
★日時：8 月 2 日・9 日・16 日・23 日・30 日（火）13：30 ～ 15：00
★場所：四郷地区市民センター ２階 調理室
★主催：四郷地区老人クラブ連合会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。
状況により、中止となる場合があります。
【問合せ先】四郷地区団体事務局 ・FAX 322-5675
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地域マネージャー通信 No.8

笹川老人クラブの皆さん、ありがとうございました！
6 月 17 日（金）、笹川老人クラブの皆さんに四郷地区市民センター敷地内の除草をしていただきました。
隅々までていねいに作業していただき、とてもきれいになりました。
笹川老人クラブの皆さんのご尽力に感謝いたします。
暑い中、本当にありがとうございました。

多文化共生サロンからお知らせ

《2022 年度
ふれあい講座》

～盆 踊 り体 験 のご案 内 ～

地域のみなさんで楽しく盆踊りを体験しませんか。子どもから大人まで、
みなさんのご参加をお待ちしています！
＊日 時：8 月 8 日（月）19：00 ～ 20：30
＊場 所：UR 中央第１集会所（笹川郵便局北隣）
＊講 師：西谷 輝子さんと「ささ菊会」のみなさん
＊対 象：四郷地区在住・在勤の方
＊定 員：20 名（先着順）
＊参加費：無料
＊持ち物：マスク、水筒、汗拭きタオル
※当日は十分な間隔をあけて実施します。
こんにちは！
ハロー！
ボア タルデ！

～多文化共生サロンは、みんなのふれあいの場～
多文化共生サロンは、外国人市民と日本人市民がふれ合う場所として“たぶんかカフェ”を実施
しています。今回は、昨年度とても好評だったブラジルのお話や簡単な会話などを
楽しく学びます！みなさんの参加をお待ちしています。
＊日 時：8 月 20 日（土）14：00 ～ 15：30
＊場 所：多文化共生サロン
＊対 象：四郷地区在住・在勤の方
＊定 員：10 名（先着順）
＊参加費：100 円
【申込み・問合せ先】多文化共生サロン 笹川 6 丁目 29-1（笹川郵便局南隣）
・FAX 322-6811（月～土、祝日除く）9：00 ～ 17：00
E メール kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp
※当日は新型コロナウイルス感染予防対策のため、自宅で検温し、マスク着用で参加して
ください。状況により、場所や定員の変更や、中止となる場合があります。
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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ボランティアの方々で、みなさんのために日々、
人権啓発活動や人権相談などに取り組んでいます。本市には 18 人の委員がおり、
ふじもと

とし ゆき

四郷地区からは、藤本 俊幸 さん

にご活躍いただいています。

（任期は令和 4 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。
 0570-003-110

みんなの人権 110 番

地域行事等における事故にご注意ください
毎年、夏から秋にかけて、清掃活動などの地域行事が盛んに行われる中、以下のような事故が
多数発生しておりますので、ご注意ください。
・自治会の除草作業でハチに刺された
・鎌で手を切るケガをした
・草刈り機で石を跳ねて近くの車両を破損させた
・地区運動会で転倒しケガをした
・町内夏祭りの片付けでやぐらから転落してケガをした
本市では、地域活動中の事故等に対応するため、
「市民活動総合保険」に加入しています。万が
一事故が発生した場合は、下記の担当までご相談ください。
【問合せ先】市民協働安全課  354-8179 FAX 354-8316

ネコについてのお願いです
💛エサを与える場合は次のことを守りましょう。
・置き餌をしない

・後片付けをする

・周辺の清掃

・増えないように不妊手術をする

💛無責任な餌やりは、かわいがっている猫を悪者にしてしまいます。
💛手術済みの印“Ⅴ字カット耳”
（さくら耳）の猫を見かけたら、一代限り
の命です、見守ってあげてね。

固定資産税・都市計画税

納期限は
８月１日（月）です

（第２期）

【問合せ先】収納推進課  354-8141

『分団員になって、四郷地区を守ってやるぞ！』という方、ぜひご連絡ください。
まもるぞ！
☆連絡先：分団長
川村正仁
 090-1745-3724
わが町
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８月の遊び会・遊ぼう会のご案内
未就園のお子さんと保護者の方に、遊び場を提供し親子の仲間づくりの場としてご利用いただけます。
参加される方は、必ず健康観察を行い、風邪症状などがある場合はご遠慮ください。
当日は必ず検温し、大人はマスクを着用してご参加ください。
（★印：子育て支援センター）
笹川中央幼稚園
 322-1781

8 月 26 日（金）

高花平こども園 ★
 321-0526

火・水・木〔11 日（木）
・16 日（火）
・
17 日（水）は休み〕

.9：30 ～ 14：30
※人数制限あり

四郷保育園
 321-0148

8 月 4 日・18 日・25 日（木）

.9：30 ～ 11：30

10：00 ～ 11：30

29：30 ～ 12：00
12：30 ～ 14：30

月・火・水
笹川保育園 ★
 321-5510

8 月１日（月）公園で遊ぼう

.9：30 ～ 11：30

8 月３日（水）栄養士相談

10.：00 ～ 11：30

8 月３日・17 日・24 日・31 日（水）

1９：30

8 月２日（火）
いちごクラブのふれあい広場夏祭り
（四日市市総合体育館にて）

第 1 部 8：50 ～ 9：30
第 2 部 9：50 ～ 10：30
第 3 部 10：50 ～ 11：30
※事前予約制

めぐみの園幼稚園
 321-0305

8 月 4 日（木）親子リトミック
8 月 29 日（月）園開放

10：00 ～ 11：00
※各 20 組 事前予約制

こっこ保育園 ★
 320-2055

月～土（祝日は休み）
火…2 才児以上、木…０～１才児

ひよこ保育園 ★
 322-1829

火・水・土
〔13 日（土）
・16 日（火）は休み〕

ことり保育園
 340-0500

8 月 26 日（金）

たいすい保育園 ★
 321-1175

火・水・木（祝日は休み）

笹川西保育園
 322-1782
津田第一幼稚園
 321-8836
津田第二幼稚園
 321-8011

～ 11：30

9：00 ～ 14：00

1

.9：00 ～ 11：45
12：15 ～ 14：00
9：00 ～ 12：00

.９：00

～ 14：00
※人数制限あり

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため急きょ中止となる場合がありますので、開催の有無に
ついては、各園にお電話またはホームページ等でご確認ください。

学童スタッフを募集しています

詳しくは、下記へお問い合わせください。

笹川学童保育会 ・FAX 340-6228（平日 12：00 ～ 18：30）
四郷学童保育所 ・FAX 322-5171（平日 12：00 ～ 18：45）
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★「大切な人」 守るために★
★倒れている傷病者を発見したら…
①反応があるかを確認
④呼吸がなければ胸骨圧迫

②反応がなければ 119 番通報
⑤AED があれば AED を使用

③普段通りの呼吸があるか確認
※これらは救命講習で学べます

★あなたは AED 使えますか？
①AED の電源を入れる
→電源が入れば AED から音声が流れます

②電極パットを傷病者の胸に貼る

ボタンを押すタイプやふたを開けるタイプがあります

↑図のようにしっかり貼りましょう

③心電図の解析（離れる）
パッド貼り付け後、AED による心電図解析が行われます。
解析中は傷病者から離れます。
④除細動の実施
「電気ショックが必要です」の音声ガイダンスがあれば、
傷病者に誰も触れていないことを確認し、ショックボタン
を押します。

最後に…
AED は人の命を助けることができる機器です。救急隊が到着するのを待っていると手遅れになる
場合もあります。救急隊の到着を待たずに勇気を振り絞り救助の手を差し伸べてください。
また、AED の使い方は心肺蘇生法とセットで行います。四日市市では、定期に救命講習を開催し
ています。（四日市消防ホームページをご参照ください）
「大切な人」を守るために、救命講習を受けましょう。
【問合せ先】四日市市南消防署 南部分署  349-5119

「こどもをまもるいえ」についてのお願い
四日市市では、各地域で PTA や青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」の
設置を推進しています。これは、子どもの登下校時や放課後において「痴漢」、「連れ去り」
、「付き
まとい」等の行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、警察や学校等へ通報してい
ただくことを目的としています。また、ステッカーを家の前に貼っていただくことで、地域の犯罪
を未然に防ぐという抑止効果も考えられます。
現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただける方、事情によりご協
力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願います。
四郷地区の設置推進団体
.四郷まちづくり協議会（青少年育成部）
笹川小学校 PTA（笹川の子どもを守る会）
高花平小学校 PTA
【問合せ先】青少年育成室

 354-8247
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四日市市 PTA 連絡協議会
四日市市・四日市市教育委員会

