
  

  

主 催：笹川ふれあいどんどまつり実行委員会   共 催：笹川連合自治会・笹川地区協議会 

問合せ先：四郷地区団体事務局（322-5675）  

 

笹川ふれあいどんどまつり 1 月８日（日）〔雨天決行〕 
 

笹川西公園 多目的広場にて（ふれあいこども広場のみ雨天時：笹川西小学校体育館）

〈ふれあいどんど焼き広場〉 
時 間： 9：00 ～ 10：30 しめ縄受付     10：00 ～  どんど焼き開始 

※しめ縄の飾り、プラスチック、くぎ、 

針金等は必ずはずしてお持ちください。 

・お餅を一皿 100 円で販売します。（おひとり２皿までとします） 
・甘酒のふるまいがあります。 
（共に無くなり次第終了します） 

 
時 間：10：00頃 ～ 

内 容：ドッジボール対抗試合（小学校高学年）・ドッジビー対抗試合（小学校低学年） 

日本の正月の遊び（凧揚げ・こま回し・けん玉・羽根つき等） 

〈ふれあいこども広場〉 
 

 

 

参加賞もあるよ！ 

友達と遊びにきてね。 
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平成 2８年 12 月 20 日号 
四郷地区市民センター TEL 321-2021 

（開庁時間：8:30～17:15） 

四郷地区団体事務局 TEL 322-5675 

（開局時間：9:30～12:00／13:00～16:30） 

四郷地区 HP  http: //yogou-mie.com/ 

 

お知らせ 

  
年末・年始は窓口が大変混雑します。届け出・証明・申請手続きはお早めにお願いいたします。 

休み期間中、戸籍関係の各種届け出（出生・死亡・婚姻など）の受け付け、埋火葬許可証の交

付は、市役所地下 1 階の夜間・休日受付で行っております。（354-8177） 

 

市民センターは 

業務をお休みさせていただきます。 
  

 

今年も大変お世話になりました。皆さま、よいお年をお迎えください。 

四郷地区市民センター・四郷地区団体事務局職員一同 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

サロン
さ ろ ん

休館
きゅうかん

のお知
し

らせ 

休館期間：  
 ◆問合せ先：多文化共生サロン 322-6811  E-mail：kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp 

来年もよろしくお願いします。   多文化共生サロン職員一同 
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◇日 時：平成 29 年 1 月 29 日（日）13 : 00 ～ 15 : 30 

◇場 所：四郷地区市民センター 2 階 ホール 

◇発表者：四郷地区の各小中学校から 2 名（計 12 名） 

◇問合せ先：四郷地区団体事務局  322-5675  

（開局時間：9 : 30～12：00／13：00～16：30）＜主催＞四郷地区人権啓発推進協議会 

                    

第８回「発表のつどい」では、各校の代表者から、命を大切に生きるために今自分にできること、気づいた

ことを発表してもらいます。そして住みよい地域づくりにつなげていくことを目指しています！ みなさまの

ご参加をお待ちしております。 

 

～次号「お知らせ よごう」の発行について～ 
「広報よっかいち 1月上旬号」が 1月 10日に発行されるのにあわせ、次号「お知らせ よごう」

の発行日を 1 月 10 日とさせていただきます。地域によっては 1 月 20 日号と同時回覧になるかと

思いますが、ご了承下さい。               四郷地区市民センター 館長 

                                                   

子育て支援事業 

 

♪主 催：四郷地区市民センター 

♪委託先：NPO 法人ほがらか絵本畑 

♪協 力：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 

 

絵本の読み聞かせと楽しいトークを組み合わせた「読みあそびライブ」が今年も四郷にやってきます！ 

絵本の世界をみんなで一緒に楽しみましょう！ 
♪日  時 ：平成 29年 1 月 20日（金）10：30～ 

♪場  所 ：四郷地区市民センター 1階和室 

♪対  象 ：未就園児とその保護者 

♪定  員 ：30組（参加費無料・先着順・申込み要） 

♪講  師 ：ブックドクターしんちゃん（三浦 伸也さん） 

♪申込み先：12月 13日（火）より 四郷地区市民センター 321-2021 

再掲 

～第2学童の開所に伴う新たな指導員を募集しています～

♦応募資格：資格・経験は問いません 

♦勤務地：四日市市西日野町字谷平 2420 

（常盤中学校テニスコート西側） 

♦勤務時間： 

平 日 14：00～19：00 

  土曜日・夏休み等の長期休み 8：00～19：00 

    （週 2日でも可、時間帯は相談に応じます） 

♦休 日：日曜日・祝日・お盆。年末年始 

♦時 給：850 円～1200 円 

※その他詳細については、下記にお問い合わせください。 

♦連絡先：常盤西学童保育所 伊東・一尾   

322-8320 FAX321-0299 

（平日 14:00～18:00にお願いします） 

 

平成 29 年１月８日（日）四日市市文化会館で開催します。対象となる方は、ぜひご参加ください。 

 ◇問合せ先：こども未来部 こども未来課 青少年育成室  354-8247 

※広報『よっかいち』の 12 月下旬号でも詳しくお知らせしますのでご覧ください。 

 

 

11 月 23日に兵庫県の三田グリーンネット様をお招きして、（丹精込めて手 

入れをした各自の庭を一般に公開する）オープンガーデンの取り組みについて、 

お話しを伺いました。 

庭づくりや花の咲かせ方など、皆さんの熱心な質問に、先生方は一つ一つ、 

とても丁寧に答えてくださいました。また、グループトークでは花とお庭を 

話題に大変、盛り上がりました。 

 

 

参加費 

無料です！ 

 29 年１月からの長時間パート(臨時職員)を募集してい

ます。お心あたりのある方は、下記までご連絡ください。 

 ◇募集人員：１名程度 

◇応募資格：資格はいりません。 

◇勤務時間：平日 15時 45 分～17時 45分（要相談） 

 ◇勤 務 日：月～金曜日    

◇応募方法：履歴書（指定様式なし） 

※その他詳細については、下記にお問い合わせください。 

◇問合せ先：笹川西保育園（富田）322-1782 

または保育幼稚園課（稲垣）354-8173 まで 

 
裏面もご覧ください→ 

※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いた

だけます。  

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html 

公園内は車の乗り入れ・路上駐車禁止です。徒歩・自転車でお越しください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122sjulo4/EXP=1354762532;_ylt=A7dPdCakt75QpG4ArA.U3uV7;_ylu=X3oDMTBhZ2FzZWJsBHZ0aWQDSVMwMDQ-/*-http:/www.yoshie.bz/sampl/flower/tubaki/2.jpg
mailto:kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html


（任期：平成 28年 12月 1 日～平成 31年 11月 30 日） 

３年に一度の民生委員・児童委員の一斉改選により、新しい民生委員・児童委員、主任児童委員として下記の方が委嘱されました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 (敬称略) 

 

 

                                                              

後藤 泰規さん（西日野町）  野田 文憲さん（西日野町）    

伊藤 美保子さん（室山町）  稲垣 八重子さん（小林町） 

市川 一衞さん（高花平）   山本 陽子さん（笹川）     

矢守  隆さん（笹川）    石田 宗紀さん（笹川） 

矢田 幸丸さん（笹川）    葉山 和秀さん（笹川）      

西尾 菱代さん（笹川）    黒瀬 昌子さん（笹川） 

村木 温子さん（笹川）    加藤 千鶴子さん（笹川）      

中西 英子さん（笹川）    伊藤 弘子さん（笹川） 

 

任期満了に伴い、今回で退任された方々です。 

長い間大変お世話になりました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 担 当 地 区 氏 名 担 当 地 区 

石﨑 久美子 小鹿が丘 廣田 紀代美 笹川一丁目 1～14番組 

井上 邦子 東日野町第一・第二 雲井 裕子 笹川一丁目 15～25番組 

坂下 永子 東日野町第三 森  勝生 笹川二丁目 

市川 信子 東日野町第五・ガーデンタウン東日野 山本 信子 笹川三丁目 1～170番地 

坂下 玲子 東日野町第六 山本 圭子 笹川三丁目 171 番地～・笹川三丁目県営住宅 

山下 悦子 西日野町第一・第二 伊東 公一 笹川四丁目 

田中 真司 西日野町第三・第六 東  昇 笹川五丁目 

後藤 善三 西日野町第四・第五・第七 小倉 勢津子 笹川六丁目・六丁目公団(17～18) 

古川  正 西日野町第八・第九 田村 武 笹川七丁目（1～10 番組） 

小林 幸子 西日野町第十～第十二・パナソニック電工社宅  荒木 靖夫 笹川七丁目（11～21 番組） 

小原 雄二 西日野町第十三 名村 之彦 笹川八丁目 

笹野 育美 室山町第一・第二・第五(環状１号より東)・第六 八木 紀生 笹川八丁目公団(1～9) 

伊藤 哲夫 室山町第三・第四・第五（環状１号より西）  加藤 昭代 笹川八丁目公団(10～16) 

小林 利春 八王子町第六 吾田 美稔子 笹川九丁目県営住宅 

井ノ口 敏子 八王子町第三（12 番組以外）第四・第五 西原 まさ子 笹川九丁目公団(20～27) 

加藤 喜代子 八王子町第一・第二・第三（12番組のみ） 邨田 美友紀 笹川九丁目公団(28～35) 

多田 一典 小林町第一・第二・第三 
黒川 治子 

笹川九丁目公団(36～56) 

笹川九丁目分譲(101～106) 土居 美佐保 小林町第四・第五・第六 

中島 正勝 高花平一丁目 
須藤 環 

笹川九丁目公団(107～114) 

笹川九丁目・石原(110・111) 小林 伸也 高花平二丁目・三丁目中部 

小林 隆宏 高花平三丁目南部・北部 主任児童委員 

伊藤 としへ 高花平四丁目 片岡 則子 笹川中学校校区（四郷小） 

大鷹 榮子 高花平五丁目西部・南部 相田 久美子 笹川中学校校区（高花平小） 

田口 典子 高花平五丁目中部・東部・八王子町里前 本郷 利子 西笹川中学校校区（笹川西小） 

 後藤 良子 西笹川中学校校区（笹川東小） 

  

 

募集人数：６人程度 

職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

任  期：平成 29年 4月 1 日～平成 30年 3月 31 日（再任用する場合もあります） 

勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください） 

主な受験資格：次の要件を全て満たす人 ①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。②地域社

会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。③民間企業等で職務経験が

ある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、３年以上経過していること。④夜間、休日

の会議、行事等への参加が可能な人。⑤四日市市に在住する人。 

募集期間：平成 29年 1月 6 日（金）～1月 23日（月）（必着） 

応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、 

市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。 

持参の場合は、月曜日から金曜日の 8 時 30 分から 17 時 15 分までにお願いします。 

問合せ先：市民生活課 354-8146 

 

 

子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

新規援助会員講習会のお知らせ 
場  所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３F 

申込方法 ：電話、FAX にて平成 29年 1月 14日(土)までにお申し込みください。 

テキスト代：2,050 円 

そ の 他 ：託児あり（無料 先着 10 名）※事前にお申し込みください。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  ／FAX 323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

日時 内容 

1/21(土) 10:00～15:30 相互援助活動の趣旨・発達障害について～その子どもとの接し方～ 

1/22(日) 10:00～15:30 子どもの心に寄り添う・安全で快適な環境づくり 

1/28(土) 10:00～16:00 子どもの安全と事故、救急法・子どもの栄養と食生活 

1/29(日) 10:00～15:00 子どもの病気・子どもの心と身体の発達 

2/4(土) 10:00～15:30 子どもの世話(あそび)・小児看護 

2/5(日) 10:00～12:00 援助活動を円滑に進めるために・講習のまとめ 

 「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 
  日 時：2月 5 日(日) 13：00～15：00  

＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。    

場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館 3 階  

  定 員：会場の都合により、30名程度といたします。(先着順に受け付けます)    

申込方法：電話、FAX にてお申し込みください。   

託 児：有り/無料 ※事前にお申し込みください。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  ／FAX 323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

第５回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいちケーブルテレビ放送のお知らせ 

去る 10 月 16 日(日)四日市市文化会館で開催しました「第５回全国ファミリー音楽コンクール in よ

っかいち」の様子がケーブルテレビで放送されます。 

「家族」と「絆」をテーマに全国から 60組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15家族の個性

輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。 

♪放送日時：平成 29 月 1 月 2 日（月）18:00～22:00  1 月 3 日（火）13:00～17:00 

         ＊ただし、放送日が変更となる場合があります。 

♪放送チャンネル：地上デジタル 11ＣＨ  詳しくは・・・文化振興課（354-8239）まで 

 

 

 

10 月 23日に行われた「第 17 回四郷まちなみ写生大会」の作品

展を四日市あすなろう鉄道の車内で開催中です。皆様もぜひ、あす

なろう鉄道に乗って作品をご覧ください。 

日 時：12月 27日（火）まで 

場 所：四日市あすなろう鉄道 新 260 系車両（２編成） 

     ※新車両のブルー車両とグリーン車両です。 

出展作品数：約 80 作品（１編成に約 40作品ずつ掲示） 

問合せ先：四郷地区団体事務局 322-5675 

 


