
 

四
郷
地
区
Ｈ
Ｐ
で
は
『
お
知
ら
せ
よ
ご
う
』
が
カ
ラ
ー
で
見
れ
ま
す
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✿日 時：9 月 14 日（金）10：30 ～ 11：30 

✿場 所：四郷地区市民センター ２階ホール 

✿定 員：妊娠中の方から乳幼児の親子 20 組 （無料です） 

＊託児はありませんが、会場内にお子さんが遊べるおもちゃを用意します。 

✿申込み・問合せ先：四郷地区市民センター      321-2021 

              笹川保育園子育て支援センター 321-5510 

  ✿育児相談コーナー：こども保健福祉課 保健師、栄養士  

✿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 

 

  

 

  
■募集人数：１人 

■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：11 月 19 日から平成 31 年 3 月 31 日（再任用

する場合もあります） 

■勤務地：桜地区市民センター 

■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：8月 20 日（月）～9月 18 日（火）（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（祝日を除く）の 8：30～17：15 に

お願いします。 

■問合せ先：市民生活課 354-8146 

 

裏面もご覧ください→ 

回      
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平成 30 年 8 月 20 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/ 

 

お気軽にご参加ください！ 

いろんなおもちゃや、 

絵本を用意しています！ 

お知らせ 

チケットの発売は、8 月 21 日（火）から 

四郷地区団体事務局と四郷郷土資料館で販売します！ 

・四郷地区団体事務局（四郷地区市民センター内）  

開局時間：9:30～12:00 13:00～16:30 

休 館 日：土曜・日曜・祭日 

問合せ先：・FAX：322-5675 

 ・四郷郷土資料館（毎週土曜日 9:00～16:00） 

 主催：星空コンサート実行委員会   協力：四郷郷土資料保存会・四郷まちづくり協議会 

平成 30 年度 四日市市市民 

文化事業支援補助金事業 

✩日 時：9 月 29 日（土） 

✩開 演：18：00 （開場 17：30） 

✩会 場：四郷郷土資料館  

（雨天時：四郷小学校体育館） 

✩入場料：500 円（小学生以上） 

✩出演者：二胡アンサンブル双弦 

 

講師は、現在四日市大学に通われる、８名のネパール人留学生の皆さんでした。留学生の皆さんに

は、ネパールの紹介や伝統ダンスを披露していただきました。ネパールカレーをはじめ、レシピ紹介

もあったネパール料理はとても好評でした。料理の試食や遊びを通じて、留学生と参加者の交流もあ

り、楽しい学びの時間となりました。 

 

↑タルカリ（ネパールカレー）、ダル（豆のスープ）、モモ（餃子）、

クラウニ（デザート）を頂きました。 

 再掲載 

 

四郷地区市民センター 工事箇所 

センター敷地内において駐車場工事（舗装、ライン引き

など）を行います。 

工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、

センター利用者の安全確保を最優先に工事を進めてまい

りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

◇工事予定期間：8 月 29 日（水）～9 月 2 日（日） 

 

♠日  時：9 月 29日（土） 9：00 ～ 12：30 

♠場  所：西笹川中学校 

♠問合せ・申込み先：多文化共生サロン 

 ・FAX 322-6811 

E-mail：kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp  

＊9 月 18 日（火）までにお申し込みください。   

           

 

大きな災害があった時には、「自分の命を守ること」が第一です。 

そして、次に「地域の人と助け合って地域を守る」ことが重要です。 

  大きな災害の時には、地域に住むみんなの力で、いのちとまちを守りましょう。 

 ●主催：四日市市  ●共催：笹川連合自治会 

●後援：在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館、 

在名古屋ペルー共和国総領事館、 

ボリビア多民族国大使館 

【お知らせ】 

いつも、本市の公共交通へご理解、ご協力い

ただき、ありがとうございます。 

10 月１日より、自主運行バス・磯津高花平

線（高花平～県立医療センター～塩浜駅～磯

津）の運行を変更させて頂きます。 

運行本数やダイヤなど詳細につきましては、

９月頃、お知らせさせて頂きます。 

皆様には、ご不便をおかけしますが、よろし

くお願いいたします。 

【問合せ先】都市計画課公共交通推進室  

354-8095 

子育て中に思っていること、悩んでいることをみんなでおしゃべりしてみませんか。 

四郷地区市民センターに遊びに来てくださいね。 

保健師さん、栄養士さんに相談することもできますよ！ 

 

 再掲載 
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  日付 時間 内  容 

第1回 
9/29 

(土) 

10:00～

12:00 

「はじめまして！仲間との出会い」 

～人の中での私～ 

第2回 
13:00～

15:00 

「自分を大切にできていますか」 

～自分を尊重することを学ぶ～ 

第3回 
10/6 

(土) 

13:00～

15:00 

「私が言いたいことは」 

～なぜ気持ちを言葉にできないか気づく～ 

第4回 10/1

3 

(土) 

10:00～

12:00 

「自己表現してみましょう」 

～言葉にできることで自信が持てる～ 

第5回 
13:00～

15:00 

「自分らしく生きる」 

～自分も他者も大切にする生き方～ 

  

 

 

  

 

 

開催日時：平成 30年 7月 7日、14日、21日、8月 4日（いずれも土曜日）  9時 30分から 11時 30分 

対 象 者 ：市内在住または在勤で、健康的にシェイプアップしたい 20歳以上の人 

        ※心臓病、不整脈のある人、運動制限のある人は事前に要相談。主治医等が運動不可と 

判断した場合はご参加いただけません。 

内 容 ：3種のスロー筋トレを中心に引き締まったしなやかなボディ作りのノウハウをお伝えします。  

開催場所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 1階 多目的ホール                             

定   員 ：50人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員にご連絡します） 

申込方法 ：平成 30年 6月 21日（木）必着で、①名前（ふりがな）・性別、②生年月日③郵便番号・住所、

④電話番号、⑤心臓病・不整脈の有無、⑥運動制限の有無、「本気でシェイプアップ講座」参

加希望の旨を、はがき、電話（354-8291）、FAX（353-6385）、または直接健康づくり課まで。 

（〒510-8601 住所：四日市市諏訪町１－5） 

そ の 他 ：講座で行う運動の強度は、やや強めです。 

■定期入会説明会（毎月第 2、第４水曜日に開催） 

開催日 開催場所 

9 月 12 日（水）13:30～ シルバー人材センター（十七軒町） 

 9 月 26 日（水）13:30～ あさけプラザ 2 階 第１小ホール 

10 月 10 日（水）13:30～ シルバー人材センター（十七軒町） 

10 月 24 日（水）13:30～ あさけプラザ 2 階 第１小ホール 

対 象市内に在住する原則 60 歳以上の人で、健康で働く意欲がある人 

持ち物筆記用具、当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤をご

持参ください。 

① 印鑑   ② 顔写真（3×4 ㎝）  ③ 年会費 3,600 円 

④ 銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの） 

⑤ 運転免許証、保険証など本人確認ができるもの 

問合せ先シルバー人材センター （☎354-3670 FAX351-4830） 

その他会場（各地区市民センター、あさけプラザ）への問い合わせはご遠

慮ください。 

上の図は、傷病者を救命し、社会復帰させるために必要となる一連の行い

を表しています。この行いを「救命の連鎖」といい、「救命の連鎖」におけ

る最初の３つは、その場にいた人の手にかかっています。現場で心肺蘇生法

およびＡＥＤ（自動体外式除細動器）での除細動を行った場合、生存率、社

会復帰率が高いことがわかっています。 

定期普通救命講習のご案内 

 四日市市消防本部では心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなどを含む応急手当

を身につけるための定期普通救命講習を平成 30年度に以下の日程で実施し

ています。 

平成 30年 9月 8日 中消防署 平成 30年 12月 8日 中消防署 

      9月 22日 北消防署 平成 31年 1月 12日 北消防署 

      10月13日 南部分署       2月 9日  

楠地区市民センター 

      11月10日 中央分署       3月 9日 中央分署 

詳しくは四日市市消防本部ＨＰ、または四日市市防災教育センターへ

お問い合わせ下さい。 

申込み、問合せ先  防災教育センター（北消防署併設） 365-3119 

「救命の連鎖」を支える重要な役割を担うため、応急手当を身につけまし

ょう。 

                  

 

 

応急手当の必要性 

 

 女性のための自己尊重講座 全５回 

●料  金：無料 

●問合せ先： 

こども子育て交流プラザ 東新町 26 番 32号 橋北交流会館 4階 

330-5020 FAX：334-0606 

【主なイベント日時・内容】 

9 月 1 日

（土） 

11：00～

12：00 

14：00～

15：00 

地震ゆれ実験 

簡単な実験を通して

液状化と耐震のしく

みを知ろう。 

事前申込：不要 

対象：小学生 

定員：各回先着 20 名 

当日 9：00 から整理券配布 

9 月 16 日

（日） 

14：00～

14：30 

プラザおんがくかい 

ヴァイオリンとピア

ノの音色でいろいろ

な音楽を楽しもう♪ 

事前申込：不要 

対象：どなたでも 

定員：なし 

協力：奥村 優さん 

（ヴァイオリン） 

井浦 貴子さん（ピアノ） 

9 月 17 日

（月） 

 

14：00～

15：00 

 

敬老会 

おじいちゃん、おばあ

ちゃんと一緒にけん

ちゃん（腹話術人形）

に会いに行こう！楽

しいお話盛りだくさ

ん。家族みんなで楽し

もう！ 

事前申込：不要 

対象：どなたでも 

定員：なし 

協力：有竹 幸子さん 

9 月 24 日

（月） 

11：00～

12：00 

13：30～

14：30 

メモ帳作り 

のりと紙を使って、自

分だけのメモ帳を作

ろう。 

事前申込：不要 

対象：年中児～小学生 

定員：各回先着 20 名 

当日 9：00 から整理券配布 

 

 

 ※ママ向け講座がある日 

◇対象：全７回講座に参加できる市内在住または在勤の男性 

◇託児：全日程で託児を実施します（満６か月～就学前まで。

要事前申込） 

◇申込：名前、住所、電話番号、託児の有無（お子様の名前と 

年齢）を電話、FAX、Ｅメールまたは、ハガキでこど 

も未来課まで（締切 8 月 24 日まで） 

市役所ＨＰ「父親の子育てマイスター制度」下部の 

「メールでお問い合わせ」からも申込ができます。                 

 ◆問合せ・申込み・託児申込み◆ 

男女共同参画センター「はもりあ四日市」  

本町 9番 8号本町プラザ３階 354-8331 FAX354-8339  

E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

講師石田ユミさん（フェミニストカウンセラー・臨床心理士） 

場所本町プラザ５階 第３会議室 

対象全５回参加できる市内在住・通勤・通学の女性 

はじめて受講される方を優先 

定員 30人 定員になり次第〆切   参加費無料  

弁当 9月 29 日、10月 13 日の弁当（580 円）の注文を受けます。  

託児有 (６カ月から小学３年生程度まで） 

無料・先着 10 人程度  9 月 4日(火)までに要申し込み。 

南消防署 345-0530  南消防署南部分署 349-5119 

 

９月９日は「救急の日」です。この日を含む一週間（日曜日から土曜

日まで）が「救急医療週間」となっています。「救急の日」及び「救急

医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識

を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和 57 年に

定められました。この日を機会に応急手当を身につけましょう。 

 

 

こども未来課 

 〒510-0085 諏訪町 2－2 

354-8069 FAX354-8061 

E-mail：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

最近子どもが生まれた人、新婚の人、未婚で子育てに興味がある人など、 

ぜひご参加ください 

 
↑ＨＰはこちらから↑ 

 
日 程 内 容 

第１回 9/2(日) 

手話通訳有 

公開講座 ※どなたでも参加できます  会場：総合会館８階 視聴覚室 

「イクメンを超える！～人生１００年時代を笑って生きる父親とは？～」 

師 NPO 法人ファザーリング・ジャパン 安藤哲也さん 

第２回 9/30(日) 男性保育士直伝！パパ友みんなで親子ふれあい遊び（※） 

第３回 10/28(日) パパ友と一緒に！パパッと簡単！パパが作る料理講座（※） 

第４回 11/18(日) 夫婦 De 子育て NEXT：人生 100 年時代の夫婦のパートナーシップ 

師 NPO 法人ファザーリングジャパン 林田 香織さん 

第５回 12/16(日) 教えて！先輩マイスター～マイスターのその後～（※） 

第６回 1/20(日) こんなときどうしたら？  こどもの緊急に備えよう！（※） 

第７回 2/17(日) 受講内容の発表  これでキミも子育てマイスター！認定式 

 

全講座無料 
託児あり 

応急手当を身につけましょう。 

  日付 時間 内  容 

第1回 
9/29 

(土) 

10:00～

12:00 

「はじめまして！仲間との出会い」 

～人の中での私～ 

第2回 
13:00～

15:00 

「自分を大切にできていますか」 

～自分を尊重することを学ぶ～ 

第3回 
10/6 

(土) 

13:00～

15:00 

「私が言いたいことは」 

～なぜ気持ちを言葉にできないか気づく～ 

第4回 
10/13 

(土) 

10:00～

12:00 

「自己表現してみましょう」 

～言葉にできることで自信が持てる～ 

第5回 
13:00～

15:00 

「自分らしく生きる」 

～自分も他者も大切にする生き方～ 

 

あなたの思いや気持ち、言葉で表現できていますか? 

人とうまくやるために言わない、  

ということを優先していませんか？ 

私の思いや気持ちを言葉で表現することは、 

私を大切にすることなのです。 

mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

