
お し ら せ 
橋北地区市民センター 

  ＴＥＬ ３３１－３７８７ 

  ＦＡＸ ３３０－０２２０ 

 平成 ２９年 １２月  ２０日 №  18 

回
覧

 

     ～年末年始のご案内～ 
橋北地区市民センターの業務のお知らせ 

１２月２９日(金）～１月３日(水）まで休ませていただきます。 

橋北おとなの小学校講座・一般聴講生募集！ 

本年はお世話になりました。 

来年もよろしくお願いいたします。 
 

日   時：  平成３０年１月１１日（木）    ９時３０分～１１時００分 

場   所：  橋北交流会館１階地域活動室 

テ   ー  マ： 「救命講習・入門コース」 

申込方法： 事前に橋北地区市民センターまでご連絡ください。 

             参加人数が上限に達し次第、締め切りとなります。      ＴＥＬ： ３３１－３７８７ 

                                                                           

小６～中学生対象 四日市市企業 ＯＢ 人材センター 

ものづくり講座 
『あると困るし、なくても困る、なぞの力“まさつ”について考えてみよう！ 

テーマ『もしも“まさつ”がなかったら？』 

日  程：平成３０年１月１３日（土） １０：００～１２：００（２時間程度） 

場  所：企業ＯＢ人材センター 多目的ルーム（橋北交流会館 ３階） 

対  象：市内在住の小学６年生～中学３年生（定員 ２５名） 

受講料：無料 

持 ち物：筆記用具、ノート 

申込み：ＴＥＬ：３３０－５００１にて受付します 

                      （平日１０：００～１５：００） 

☆上下水道の故障や水漏れで応急処理が 

  必要なものは 

   上下水道局夜間休日窓口（ＴＥＬ３５１－１２１１） 

     で受け付けます。 

☆戸籍関係の各種届出（出生、死亡、婚姻など）の 

    受付、埋火葬許可証の交付は 

   市役所地下１階宿直室（ＴＥＬ３５４－８１７７） 

   で受け付けます。 

平成３０年１月行事予定 
１月１１日（木）  おとなの小学校  

   １９日（金） ヘルスリーダーによるイキイキ教室 

   ２６日（金） ヘルスメイト料理教室・自動車文庫 



地域マネージャーの募集 
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30年4月1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：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30年1月5日（金）から1月30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、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までにお願いします。 

                  

  自分自身の健康はもちろん、家族や地域の人の健康づくりのために介護予防の知識と 

  運動について学んでみませんか？ 

◆ 日  時：平成３０年1月29日、2月5日、19日、26日、3月5日 

                 （いずれも月曜日 9:30～11:30） 

◆ 場  所：四日市市総合会館【諏訪町2番2号】 

◆ 対  象：受講後、ヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる人 

◆ 定  員：20人程度 

◆ 内  容：介護予防に関する講義や運動実習など 

◆ 参 加  料：無料 

◆ 申し込み：1月17日（必着）までに、お名前（ふりがな）、性別、生年月日、 

      郵便番号・住所、電話番号、「ヘルスリーダー養成講座」受講希望 

      と明記の上、はがきかファクス、または電話で健康づくり課へ 

      〒510-8601 諏訪町１－５ 健康づくり課  ＴＥＬ:354-8291 ＦＡＸ: 353-6385 

イキイキ教室 
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！ 

会   場： 橋北地区市民センター 

日   時： 平成３０年１月１９日（金）１３：３０～１５：００ 

対   象： おおむね６５歳以上の市民の方 

持ち物： タオル、飲み物 

※ 運動しやすい服装でお越しください。 

※ お申込み・参加費不要です。  橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７ 



四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

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。 

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。 

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や、クッキングルーム、 

工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。 

また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。 

平成３０年 

 1月 6日（土） 

 1月 7日（日） 

平成３０年 

 1月8日 

    （月・祝） 

11：00～12：00 

13：15～16：00 

10：30～12：00 

14：00～16：00 

13：30～14：30 

カルタを作って遊ぼう 

みんなでオリジナルカルタを作ってみよう！ 

文字だけでも絵だけでも大丈夫！いっぱい

作っていっぱい遊ぼう！ 

かきぞめ 

かきぞめで今年の目標を立てて、プラザや

おうちにかざろう！ 

ホールで雪合戦大会 

雪合戦をしながら、相手チームの宝を取っ

たら勝ち。チームで協力して頑張ろう！ 

事前申込：不要 

対象：小学生～高校生まで 

定員：なし 

事前申込：不要 

対象：小学生以上 

定員：なし 

持ち物：習字道具 
（自分のものを使いたい人） 

汚れてもいい服装 

事前申込：不要 

対象：5歳～中学生まで

とその家族 

持ち物：上ぐつ 

【主なイベント日時・内容】 

料金 無料 ■年末年始休館日１２月２９日～１月３日 
所在地：四日市市東新町26番32号 橋北交流会館4階 

                    TEL 330‐5020  FAX 334-0606 

平成３０年 

 1月21日（日） 

四日市市立博物館     市制120周年記念 特別企画展 

                      なつかしいくらしと昭和の元気なこどもたち 
平成30年 

1月 2日(火)～2月 28日（水） 
人形作家 水澄美恵子 氏が創りだす「昭和の元気な

こどもたち」、館蔵資料で体感できる「昭和の再現展示」、

今はもう見ることのできない「四日市の昭和の鉄道」

写真、「なつかしい昭和」に会いにきませんか。 

水澄美恵子 作「めでたい日」(制作2007年) 

 
四日市市立博物館・プラネタリウム 

四日市市安島一丁目3番16号 TEL:355-2700（代） 

  

 
 

開館時間：９時30分～17時 

    （入場は16時30分まで） 

休  館  日： 月曜日(祝日の場合は翌平日) 

観  覧  料： 一般400円、高大生300円、 

    中学生以下無料 

  

  



平成３０年度四日市市民大学一般クラスの 

講座を企画運営する団体・グループの募集 

 四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供する 

もので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。 

 その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。 

 委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせ 

ください。 

お問い合わせ： 文化振興課  ＴＥＬ：３５４－８２３９ 

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

【募集の締め切りは、平成３０年２月５日（月）必着】 

第７回郷土が誇る芸能大会を開催します！ 

 各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。

ぜひ、市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇る演技をご覧ください。 
 

 日   時：平成３０年１月１４日（日）第Ⅰ部１０：００～１２：５５ 

                   第Ⅱ部１４：００～１６：３０ 

                                               (時間は変更になる可能性があります) 

 会   場：文化会館 第2ホール 

 入 場 料：無料（入退場自由） 

四日市市議会 市制120周年記念シティ・ミーティングのお知らせ 
 四日市市議会は、市制施行および議会発足120周年を記念して、「市制120周年記念シティ・ミー

ティング」を開催します。 

 今回のシティ・ミーティングでは参加者の皆さんと市議会について意見交換をさせていただく予定

にしておりますが、具体的なテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシなどでお知ら

せします。当日お聴きしたご意見は今後の議会活動の参考とさせていただきます。 

 なお、11月定例月議会で審議された内容を報告する議会報告会も併せて開催します。どなたでも

参加していただけます。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。 

平成３０年１月２１日(日) 午後１時～午後４時 場所：四日市市総合会館 ８階視聴覚室（諏訪町２番２号） 

 

                                  第１部 議会報告会 第２部 シティ・ミーティング（意見交換会） 

※当日、会場へ直接お越しください。   

※手話通訳いたします。   

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。   

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。   

※総合会館にお車でお越しになる方は、市営中央駐車場に駐車してください。駐車券の処理をしますので、 

    会場まで 駐車券をお持ちください。 

お問い合わせ 四日市市議会事務局 議事課 TEL：３５４－８３４０ 


