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 橋北地区防災組織連絡協議会は、橋北市民防災隊や 

橋北地区消防団、また橋北小・中学校などと連携した 

地区全体の総合的な防災活動への取り組みが認められ、 

１２月１０日に三重県知事より表彰されました。 

平成２９年度 

  「みえの防災奨励賞」 
                               を受賞！ 

橋北おとなの小学校講座・一般聴講生募集！ 

日     時：２月８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 

     おしらせ１２月下旬号に掲載しました１月１１日（木）の橋北おとなの小学校 

    一般聴講生募集の記事において、テーマを「救命講習・入門コース」と記載しましたが、 

    正しくは「知って安心 悪質商法の手口と対処法」でした。 

    お詫びの上、訂正させていただきます。 

     なお「救命講習・入門コース」は上記の通り２月８日に開催いたします。 

    １月１１日、２月８日とも聴講をご希望の方は橋北地区市民センターへご連絡ください。 

お詫び 

本年もよろしく 

    お願い申し上げます 
  
       

        橋北地区市民センター  

                        職員一同 



 

 毎日の生ごみをコンポストに入れるだけの簡単な作業なので、誰でも気軽に始められます。 

気になる臭いもあまりありません。家庭から出る生ゴミが減り、できた堆肥を家庭菜園などで利用する

ことで生ゴミが資源に変わります。 

 ダンボールコンポストで、地球と体にやさしい循環型生活を始めてみませんか。 

★日  時： １回目２月１４日（水）１０：００～１１：００（作り方の説明） 

                      ２回目２月２８日（水）１０：００～１１：００（アフターフォロー講座） 

★場  所： 橋北地区市民センター２階  会議室 

★講  師： 四日市ダンボールコンポストの会  

★対  象： 地区在住の成人の方  

★定  員： １２名 １月２２日（月）より受付します。（定員になり次第締切） 

                      ダンボール箱と材料を持ち帰っていただきます。 

★参加費： 材料費無料 

【お問い合せ】 橋北地区市民センター TEL: ３３１－３７８７ 

旧児童館跡地に地区市民センター用の仮設の駐車場を整備しました 
 橋北地区市民センター西側の旧児童館跡地については、９月に園舎の取り壊しが行われ、敷地

の南側には橋北地区消防分団の車庫を建設中であり、残りの敷地については地区市民センター

用の駐車場として整備予定となっております。 

 センター用の駐車場の正式な整備については来年度実施する予定ですが、敷地の東側 

（地区市民センター施設の西側）について、仮設で５台分の駐車場を整備しました。 

 センターへお寄りの際は、こちらの駐車場もご活用ください。 
 

橋北地区市民 

センター 

仮設駐車場 

（５台分） 

消防分団車庫 

（建設中） センター既存駐車場 

第２回 みんなで楽しくうたって元気！ 
 誰もが知っている童謡や唱歌を 

みんなで元気に歌います。 

 初めての方もお気軽にご参加ください。 

♪日  時： ２月５日（月）１３：３０～１５：００ 

♪場  所： 橋北地区市民センター２階  会議室 

♪内  容： 先生の生伴奏で、童謡、唱歌、流行歌など 

♪講  師： 梶原 喜久子さん（おたまじゃくしの会） 

♪持ち物： 飲み物、動きやすい服装でお越しください。 

♪お申込みは不要（参加費無料）。当日、直接会場へお越しください。 

できる限り両日とも参加いただける方が対象ですが、参加できない方は 

１回目２月１４日（水）だけでも参加をお願いします。 



（平成２９年度）

人槽 補助金額

《お問い合わせ先》 《法定検査のお申込み》

７～９人槽 １４，０００円

１０～５０人槽 １７，０００円

５～６人槽 １１，０００円

ＴＥＬ：　３５４－８４０２ ＴＥＬ：　０５９－２１３－０７０７
ＦＡＸ：　３５４－８３７５ ＦＡＸ：　０５９－２１３－０７０８

四日市市上下水道局　生活排水課 一般財団法人　三重県水質検査センター

              浄化槽をお使いの皆様 
 浄化槽には合併処理（すべての生活排水を処理するもの）と単独処理（トイレの排水のみ処理するもの）の 

２種類があります。そのどちらも普段の保守点検や清掃とは別に、法定検査を受検する必要があります。 

 つきましては（一般財団法人）三重県水質検査センター（下記連絡先）に法定検査の申込みをし、受検して 

いただきますようお願い申し上げます。 

 【有料：３，８００円（～２０人槽以下）】 
  

 また合併処理浄化槽をお使いで下記の条件に当てはまる方には、維持管理費の補助制度があります。 

（単独処理浄化槽は対象外） 

●補助対象区域（公共下水道の供用区域外）にお住まいであること 

●浄化槽を設置している建築物が、専用住宅または併用住宅であること 

 法定検査（第１１条）を受検し、総合判定が「適正」または「おおむね適正」となった場合に補助金が 

交付されます。 

 お住まいの区域が補助の対象であるかどうかは、上下水道局生活排水課までお問い合わせください。 

 平成２９年度の補助制度の申請書類の提出締切が平成３０年３月３１日までとなっていますので、 

平成２９年度に補助制度をご利用の場合は、平成３０年２月ごろまでに受検を済ませてください。 
 

橋北小学校 給食パートを募集（１月下旬からの勤務です） 

◇募集職種  ＝ 小学校給食調理員補助（給食パート）２名 

◇業務内容  ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

◇勤  務  日  ＝ 給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間  ＝ 午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間） 

◇時   間  給  ＝ ９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇申   込   み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課に電話のうえ、履歴書を提出 

                                 して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間 ＝ １月５日（金）～１月１９日（金） 
                                                                                                                             
 

                                            
 

                                             

                                                                                                                                 教育総務課 ＴＥＬ： ３５４－８２３６ 



 

 

 

危害防止命令対象製品回収のお知らせ 
 重大な欠陥製品に対し経済産業大臣は危害防止命令としてリコールを命じる権限を持っており、 

下記の３つの製品が対象になっております。 

 対象製品を見つけた場合は、ただちに使用を中止し、それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。 

①松下電器産業株式会社 

  「石油温風暖房機：FF式石油温風機、石油フラットラジアントヒーター」 

  (昭和60年10月～平成４年１月 製造） 

②パロマ 

  「半密閉式ガス瞬間湯沸器」（昭和55年～平成元年製） 

③TDKスチーム式加湿器  「ユゲインスチームマスター   KS－500H、KS－300W」 

                  (平成10年9月～平成11年1月販売) 

  同社自主リコール  「ユゲインスチームマスター  KS－31W、KS－32G」 

                  (平成5年8月～平成6年3月販売) 
  

 詳しい品番は各社のホームページをご覧ください。 

 当室のホームページでも消費者庁の該当ページにリンクしているのでご活用ください。 
 

    四日市市役所ホームページ  トップページ 下方 

  「相談窓口」をクリック  → 「各種相談」項目の１つ   

  「消費生活相談」をクリック  → 下方、項目の１つ 

  「消費者安全（リコール情報など）外部リンク」をクリック  → 項目の１つ 

  「消費生活用製品安全法による危害防止命令対象製品回収のお知らせ」をクリック 
 

お問い合わせ： 市民・消費生活相談室 

  ＴＥＬ：３５４－８１４７ ＦＡＸ：３５４－８４５２ 

再掲載 市民センターでの忘れ物です。 

地区市民センターに、傘を忘れた方はいませんか？ 
 グリーン地に白と黒の縞模様とベージュ時にバラの花模様の 

 傘です。お心当たりの方は、橋北地区市民センターまで 

 お立ち寄りください。  

【お問い合わせ】ＴＥＬ:３３１－３７８７まで 

  持ち主の方がおみえにならない場合、 

       平成３０年１月３１日をもって 

                処分させていただきます。 

 

    自動車文庫  
                             

１月２６日（金）  橋北地区市民センター  １０：００～１０：４０  

             滝川公園                          １０：５０～１１：２０       



寸劇（悪質商法）

14:30 くらしとお金のお話

15:00 ファッションショー

1/19 14:30

14:00 消費者クイズ

（日）
仕事についてのお話

11:30 エネルギー自由化のお話

13:00 省エネ・電気の安心情報

11:00

(金)

行政相談委員の

12:00

コーラス（暁学園合唱部）

16:00

ファッションショー
コーラス（女声合唱Ｌｕｃｅ）

消費生活ワンポイント講座 12:30 寸劇（悪質商法）

13:00 くらしとお金のお話

エネルギー自由化のお話

16:00 消費生活ワンポイント講座

1/21 10:30 消費生活ワンポイント講座

13:30
14:30

15:30

12:00

15:00

省エネ・電気の安心情報

四日市看護医療大学による 10:30 災害から命を守るためのお話

記念講演 11:00 ゴミ減量とリサイクル
1/20
(土)

11:30 地域防犯について

内容 時 内容日日 時

「第５０回みんなの消費生活展」 

日 時 ：１月１９日（金）～１月２１日（日） 

       １０：００～１７：００ 

会 場 ：近鉄百貨店 四日市店11階 近鉄アートホール 

内 容 【展示】 

 ①環境コーナー・・最新ガス機器の紹介と家庭の省エネ診断ほか 

 ②食コーナー・・食の地産地消についてのパネル展示やお茶・牛乳の試飲ほか 

 ③防災・防犯・住コーナー・・非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など防災関連展示、 

               防犯活動の紹介ほか 

 ④金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発のほか、 

                                       行政相談委員による無料相談（予約不要）も行います。 

               

                          ※なお、上記以外に古着リフォーム、手芸、袋物の実演もあります。 

                     （実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）   

“安心して暮らせる２１世紀” ～消費者が主役となる社会～ 

【ステージイベント】 

※ ステージイベントの内容は、都合により変更することがあります 

【お問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ：３５４－８１４７ 

             四日市消費者協会                                 ＴＥＬ：３５７－５０６９ 

＜文化財を火災から守ろう＞ 
 １月２６日は、「第６４回文化財防火デー」です。 

 文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の 

金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和３０年の第1回文化財防火デー以来毎年この日を中心

に、文化財愛護に関する意識の高揚を目的として、全国で消防訓練や点検をはじめとした文化財防火運

動が行われています。 

 国民的財産である文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、地域の 

皆さんが一体となって、火災予防の環境作りや防災体制の整備に努めることが大切です。文化財の防火・

防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。 

【お問い合わせ】消防本部 予防保安課  ＴＥＬ：３５６－２０１０ 



　　

　　　

慈善橋 橋梁の補修工事のお知らせ 
 このたび、慈善橋（川原町ほか２町）において橋梁の補修工事が実施されます。 

工事の際は、機械の騒音等でご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど 

よろしくお願いします。 

日   時： 平成３０年１月下旬から３月２７日まで  ８：３０～１７：００ 

            ※ 作業の進捗状況により、変更になる場合があります。  

                   変更の際は、案内看板にてお知らせします。 

             ※ 日曜日は休工の予定です。 

交通規制： 歩行者・車両の通行は可能ですが、資材の搬入等で一時的に 

              車線規制する場合があります。 

発注者：道路整備課 企画・建設係 ＴＥＬ３５４－８２１３ 

施工箇所 



 橋北地区の皆さん、あけましておめでとうございます。 

 寒い時期が続き、家で過ごす時間も増えがちになりますね。こんな季節は暖かい部屋

でコーヒーや紅茶など飲み物を用意して、センターの図書を読みながら過ごしてみては

いかがでしょうか？ 
  

 さて、今回ご紹介する本は・・ 
  

   「怖い絵」  中野 京子・著 

  

 ２０１７年に話題となった美術展覧会の一つに、「怖い絵展」というのがありました

（神戸市立博物館および上野の森美術館にて開催。現在は終了しています）。 

 東京においては一時、３時間以上の待ち時間となるほどの行列ができたことや、普段

はあまり美術展を観ることの少ない１０代、２０代の若い世代が多く美術館に足を運ん

だことでも話題となりました。 

 この美術展は書籍「怖い絵」の刊行１０周年を記念して開催されたものであり、作者

の中野京子氏が特別監修として参加しています。 

 「怖い絵」を手に取ってもらうと表紙の真ん中には無表情で酷薄な目つきの女性が描

かれています。その隣にはこれまた曰くありげな目つきの給仕女の姿。表紙に描かれて

いるのは、この本の最初に紹介されているラ・トゥールによって描かれた「いかさま

師」という絵です。実は表紙にはこの絵の一部しか見せられておらず、本を開いてペー

ジをめくると絵の全貌が見ることができ、表紙に描かれた女性達以外にも登場人物がい

ることが分かります。そして絵の全貌を見てタイトルから推察することで、この絵の女

性達の目つきの意味が朧げにわかってくることでしょう。 

 さらにページを進めると中野氏による絵に登場する人物についての詳細な解説（氏の

想像も含め）がなされ、この絵の風景にこめられたドラマの読み解き方が提示されてい

ます。 

 また、「いかさま師」の次には有名なドガの「エトワール、または舞台の踊り子」が

紹介されていますが、これなどは踊り子の姿の美しさに目をひかれはするものの、何が

怖いのか絵を見ただけでは全く読み取ることができません。 

 じつはこの作品の怖さの秘密は踊り子が踊る舞台の袖に描かれた黒い紳士。 

更に言えば現代の我々がバレリーナに対するイメージをもっては、この絵の秘密を理解

することはできません（この作品の背景に何が隠されているかは実際に本を手に取って

みてください）。 

  

 著者の中野氏は実はドイツ文学の研究者であり、美術の専門家ではありません。現代

においては絵画は見て感じるもので、時代背景や画家の経歴などの知識は余計なものだ

という概念が一般的となっていますが、氏はそこに疑問を感じ、著書「怖い絵」におい

て絵が描かれた時代背景や画家の経歴から絵を読み解く、という手法を提示しています。 

 普段、絵のことは分からないと感じていらっしゃる方でも、絵にはこういう楽しみ方

もあるのだということを、きっとこの本は教えてくれることと思います。 

 

＜おすすめセンター図書 その７＞ 



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。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。 
 

２０１８年１月２１日（日） 

午後１時～午後４時 
 

   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） 
 

    場所：四日市市総合会館 
            ８階視聴覚室（諏訪町２番２号） 
 

◎シティ・ミーティングのテーマ 

      ① 「選挙」について              

      ② 「市議会・市議会議員のイメージ」について 

      ③ 「市議会の必要性・期待する役割」について  

      ④ 「市民参加の議会」について 

   ４つの会場に分かれて、シティ・ミーティングを行います。お好きな会場へご参加ください。 

※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 




