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１１月の予定 
   １１月   ２日（金）   ボクシングエクササイズ 

              １１日（日）   橋北地区文化祭  

      １３日（火） 伊勢型紙講座Ⅰ 

          １８日（日） 橋北小学校防災授業 〈防災・減災を楽しく学ぼう〉 

      ２０日（火） 伊勢型紙講座Ⅱ 

      ２８日（水）   自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０ 

                   滝川公園       １０：５０～１１：２０ 

kyohoku.sakura.ne.jp 

橋北地区ホームページ 

文部科学大臣表彰 おめでとうございます！ 

平成３０年度生涯スポーツ功労者として後藤 桂一郎さん（高浜町） 

が文部科学大臣から表彰されました。 

 第４９回市民スポーツフェスタ優勝おめでとうございます！ 

    １０月７日に開催されたミニロゲイニング（未就学の部）で 

      チーム・ながさわさんが優勝されました。 
 

自転車に お心当たりはありませんか? 
 

    地区市民センターの駐輪場に、シルバーの自転車が置いてあります。 

    お心当たりの方は、橋北地区市民センターまでお問い合わせください。 

 

 

                  橋北地区市民センター  TEL：３３１－３７８７ 

ごとう    けいいちろう 



デコもち講座 

デザイン書道講座  《年賀状》 

 ダンボール箱で出来る堆肥づくり 

             ダンボールコンポスト講習会 
  ダンボール箱を使って手軽に堆肥が作れます。ダンボールコンポストは毎日の家庭から 

出る生ゴミをコンポストに入れるだけの簡単な作業なので、誰でも気楽に始められます。 

日 時：12月   4日（火）10時～11時（コンポスト作りの講習会） 

    12月 18日（火）10時～11時（堆肥作りの進み具合の講習会） 

場 所：橋北地区市民センター 会議室 

対 象：2日間とも参加できる方 

講 師：四日市ダンボールコンポストの会 

定 員：15名 

料 金：無料（新規の方は、ミカン箱大の箱をお渡しします。継続の方で、資材が必要な方は有償配布します。） 

 

日 時：１２月 １日（土）  １０：００～１１：３０ 

場 所：橋北地区市民センター ２階 調理室 

講 師：山田 かおり（やまだ かおり）さん 

定 員：１５名 

参加費：１，０００円（材料費） 

持ち物：エプロン、三角巾、サランラップ（ラップが残り、芯があるもの。麺棒代わりに使用） 

    お弁当箱のような入れ物（作ったデコもちをラップで包み入れて持ち帰ります。） 

日 時：１２月 ５日（水）  １０：００～１１：３０ 

場 所：橋北地区市民センター ２階 調理室 

講 師：榮田 清峰（えいだ せいほう）さん 

定 員：２０名 

参加費：３００円（材料費） 

持ち物：書道用太筆１本（あれば、細筆も併せてお持ちください。） 

      下敷き（フェルト地）、文鎮、墨、すずり 

    （墨・すずりをお持ちでない方は、センターで墨汁を用意しますので、 

                      墨汁を入れる容器（タッパーなど）をお持ちください。） 

      半紙はセンターで用意します。  

 

 デコもち・デザイン書道・ダンボールコンポスト、すべて１１月６日（火）より橋北地区市民センターにて受付

を開始します。お電話・窓口にてお申込み下さい。 

 なおダンボールコンポストにつきましては、資材の準備上、１１月３０日（金）までにお申込み下さい。 

〈お問合せ〉  橋北地区市民センター  TEL：３３１－３７８７ 

金太郎飴のように、切った断面に楽しい絵柄が現れる『デコもち』 

その作り方を学んでみませんか? 

まるで字が動き出しそうなデザイン書道で、年賀状を書いてみませんか? 



《四日市市消防本部からのお知らせ》 

 

 秋の火災予防運動 １１月９日～１５日 

 忘れてない？ サイフにスマホに火の確認 

●火災の発生状況 

   平成30年8月末現在の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は72件で、 

  平成29年同期の69件と比べ3件増え、うち建物火災が37件で全体の約51％を占めています。 

   主な出火原因は、たき火、放火（疑い含む）、たばこです。 

●住宅防火 いのちを守る 7つのポイント 

  ≪3つの習慣≫ 

    ①寝たばこは、絶対やめる。 

    ②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

    ③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

  ≪4つの対策≫ 

    ①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

    ②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

    ③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 

    ④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

●もしものときに備えて 

   住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを 

  ふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は10年です。 
 

                                     〈お問合せ〉 四日市市消防本部予防保安課  

                              TEL： 356-2010 FAX： 356-2041 

災害に備えましょう 

   災害による ライフラインの停止は、長期に及ぶ可能性も 

あります。災害に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを

備蓄しておきましょう。 

 また、非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに

詰め、すぐに持ち出せるよう準備しておき、避難する際には持って

いきましょう。 

 地区の訓練などの機会に、袋の中身を点検したり、重すぎないか

どうか一度背負ってみたり、持ち出す訓練などもしてみましょう。 

 

〈お問合せ〉 危機管理室  TEL：３５４－８１１９ FAX：３５０－３０２２ 



・「解説員実習」

・四日市公害の語り部講話　講師　四日市公害訴訟原告　野田　之一さん

・「四日市公害と企業の環境対策」

講師　コンビナート企業OB　佐藤　一雄さん　　　　　

・バスによる見学「企業の環境対策」　（霞共同事業(株)）

・「四日市公害と市民運動」　講師　四日市再生「公害市民塾」

・「解説員の活動について」　講師　四日市公害と環境未来館解説員
　２月１６日(土)

１０：００～１５：３０

　３月　２日(土)

１０：００～１５：３０

・「四日市公害と環境」　講師　四日市市

・「四日市公害と環境未来館」　見学

・「四日市市の大気保全」　講師　四日市市

・「公害健康被害者の救済」　講師　四日市市

・バスによる見学　(塩浜[磯津]地区など)

・バスによる見学　(西淀川・公害と環境資料館「エコミューズ」など）

・「四日市公害とぜん息」

講師　元三重県立大学附属塩浜病院内科医師　柏木　秀雄さん　

・「四日市公害訴訟」　講師　元四日市公害訴訟弁護士　野呂　汎さん

１０：００～１６：００

・「話し方教室」　講師　四日市市

・「解説員実習」

7

１１月１７日(土)

１０：００～１５：３０

１１月２４日(土)

１０：００～１６：００

１２月２２日(土)

　８：００～１８：００

　１月１９日(土)

１０：００～１５：３０

　２月　７日(木)

1

2

3

4

5

6

「四日市公害と環境未来館」解説員養成講座 

「四日市公害と環境未来館」に来館される皆様に、展示などについてわかりやすく 

解説していただける方を養成する講座です。 

○対 象 18歳以上の人 

○場 所 四日市公害と環境未来館など 

○内 容  下表のとおり 

※定   員：15人（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 

※料   金：無料 

※申 込 み：１１月５日(月)までに、 

      住所、名前、電話番号、年齢を、はがきかFAX、Eメールでお申込み下さい。  

〈お問合せ〉〒510-0075  四日市市安島1-3-16 四日市公害と環境未来館 

           TEL：354-8065 FAX：329-5792 

           Eメール： kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

鮮やかに咲いています！ 

  ＜三滝公園の花壇＞ 
 

かしわぎ ひでお 

のろ ひろし 

のだ ゆきかず 

さとう かずお 



行き方など詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ 

日  時：11月11日（日）11:00～12:00 雨天実施 

場  所：久留倍官衙遺跡史跡地内 

参  加 料：無料   

申し込み：不要 

くるべいせき 

久留倍(くるべ)遺跡(いせき)まつり  

    ～ウォーク（スタンプラリー）・講演会～ 

 大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」の周辺の史跡など約3.5㎞を巡って、 

古代に想いを馳せてみませんか。ウォークのコースに、復元建設中の八脚門も含みます。 
 

ウォーク 

 日  時：11月11日（日）9:00～11:45（受付8:45～9:15）雨天実施 

 場    所：くるべ古代歴史館（大矢知町2323－1） 

 参  加 料：無料   

 申し込み：不要 

 

講演会 

 日    時：同日13:30～15:30（受付13:00） 

 場    所：あさけプラザ第１小ホール 

 内  容：朝倉由希（あさくら ゆき）さん（文化庁地域文化創生本部研究官） 

      「遺跡と地域の幸せな関係～みんなで守り活かして育てよう、地域の宝～」 

       ※遺跡をテーマに久留倍でできることは何か、福井県一乗谷朝倉氏遺跡での実践例を」 

         交えてのお話 

 参  加 料：無料   

 申し込み：不要 

久留倍官衙遺跡 

 八(はっ)脚門(きゃくもん)建設現場見学会 

〈お問合せ〉 社会教育課 TEL：３５４－８２４０ FAX：３５４－８３０８ 

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

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube  をご覧ください。 



１１月２２日（木）１３：３０～ 川島地区市民センター　調理室

開催日時 開催場所

開催日時 開催場所
１１月　１日（木）１３：３０～ あかつき台集会所（あかつき台３丁目２－８）
１１月　５日（月）１３：３０～ 内部地区市民センター　別館２階ホール

１２月２６日（水）１３：３０～ あさけプラザ　２階　第１小ホール

１１月１４日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）
１１月２８日（水）１３：３０～ あさけプラザ　２階　第１小ホール
１２月１２日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）

シルバー人材センター入会説明会のお知らせ 

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 

■地域入会説明会 

■定期入会説明会（毎月第2、第４水曜日に開催） 

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 

※ 会場へのお問い合わせはご遠慮ください 

〈お問合せ〉：シルバー人材センター  TEL：３５４－３６７０  

                   FAX：３５１－４８３０ 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 
平成29年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。 

ぜひ、ご来館ください！！ 

料金 無料 

【主なイベント日時・内容】 

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 

１１月 ３日（土） 

１１月１０日（土） 

１１月１８日（日） 

１１月１５日（木） 

13:30～16:00 

10:30～11:30 
 

13:30～14:30 
 

15:30～16:30 

10:30～11:３0 

13:00～15:00 
 

 

手作りチョークでラクガキ大会 

好きな色のチョークを作って、大きな紙

にラクガキをしよう！ 

カッパからの挑戦状 

クイズ・謎とき・パズルが好きな子あつ

まれ！グループで謎をといて、カッパの

呪いがかかった部屋から脱出しよう！ 

親子クラフト 

松ぼっくりと段ボールであそべる 

「松ぼっくりぽんぽん」を作ろう。 

うんどう会 

プラザのうんどう会はユニークな競技が

いっぱいだよ！ 

事前申込：不要＊材料が

なくなり次第終了 

対象：年中児～小学生 

持ち物：汚れてもよい服、

マスク（任意） 

対象/小学生 

定員/1グループ 

      最大3人、 

  各回10組＊申込制 

対象/未就学児 

定員/先着20組 

＊当日9：00から 

     整理券配布 

対象/小学生～中学生 

定員/パン食い競技のみ先

着20人＊当日9：00 

            から整理券配布 

持ち物/上ぐつ 



 工業用水道の工事に伴う、 

 橋北通りや滝川公園前道路の交通規制について 

〈お問合せ〉 

  三重県企業庁 北勢水道事務所 

  施設整備部 建設２課 

  ＴＥＬ：０５９－３５１－１５７３ 

  ＦＡＸ：０５９－３５１－１５６６ 

国道１号 

 通行止め：11月22日（木） 

          ～11月24日（土） 

 

 道幅制限：11月24日（土） 

          ～11月26日（月） 

 右折車線無し：11月9日（金） 

          ～11月26日（月） 

橋北通り 

川原町駅 



沼波弄山翁生誕三百年企画展のご案内 

 平成30年は萬古焼の創始者の沼波弄山（ぬなみろうざん）翁の 

生誕300年の年です。萬古焼業界を中心に様々な事業を展開・発信 

しています！ 

 普段、萬古焼というと急須や土鍋を思い浮かべると思いますが、今回の企画展 

「萬古焼の粋(いき) ‐陶祖 沼波弄山から現在、未来に繋がる萬古焼‐」では、 

過去から現在、そして未来につながる歴史的展示を感じられ、普段ではなかなか 

目にできない個人所蔵のユニークな作品などが展示されています！ 

 ご家族、友人をお誘いあわせの上、ぜひお越しください！ 
 

 期 間：9月29日（土）～12月28日（金） 

     １０：００～１７：００ 月曜日は休館（祝日は開館） 

 場 所：ばんこの里会館３階ホール 

     （住所：四日市市陶栄町４番８号） 

 入場料：５００円（中学生以下無料） 
 

〈お問合せ〉  ばんこの里会館 

                TEL：３３０－２０２０ 

 （予告）１１月２４日（土） ＢＡＮＫＯ３００ｔｈ ウィークエンド企画 

    

 四日市市企業ＯＢ人材センターによるバスボム（入浴剤）作り講座が

企画されています。詳細は次号で紹介します。 

   時間 10:00～11:30（午前の部）、13:00～14:30（午後の部） 

   場所 ばんこの里会館2階 会議室  

実際に見学した人の感想 

こんなに豊富な萬古焼の展示を見たのは 

初めてです。 

萬古焼にもさまざまな作り方があることを

紹介した画像を見て、型萬古を実際に作っ

てみたくなりました。 

動物を模した萬古焼がかわいかったです。 


