
☆日 時：７月２６日（木） 9：3０～１１：３０ 

☆場 所：橋北交流会館 １Ｆ 地域活動室  

     （しらき じゅんこ） （たなか  てるみ） 

☆講 師：白木 順子さん、田中 照美さん 

☆定 員：２５名（先着順） 

☆参加費：大 人：５００円（材料費） 

     こども： 5００円（材料費） 

☆持ち物：ハンドタオル 

お し ら せ 
橋北地区市民センター 

  ＴＥＬ ３３１－３７８７ 

  ＦＡＸ ３３０－０２２０ 

 平成 ３０年 ６月  ２０日 №  6 

回
覧

 

 大人の方には、講師と座談しながら、「お悩み快決!?アロマ」と題してご自身に

合ったブレンドでスプレーを作っていただきます。 

 その間お子様にはかわいい「アロマキャンドル」を作っていただきます。 

都市緑化関係功労者として 

表彰されました。 

  おめでとうございます！ 

お申込み：７月５日（木）より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。 

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

（※文中の『快決』は正しくは『解決』です。よい子の皆さん、お間違えのないように。） 

 日々、家庭に仕事、介護や子育てなど、ストレス
がたまる瞬間が沢山ありますよね。 

 例えばママ友や職場の方との人間関係、子供の育

児、夫や夫の家族との意見の食い違いなどなど。 

イライラすることの連続です。 

 そんな毎日に、アロマテラピーを取り入れて 

みてはいかがでしょうか？ 

お悩み別アロマスプレーとアロマキャンドルづくり 

（やまぐち   かつみ） 

山口 克己さん（京町） 
（かのう     みやこ） 

加納 みや子さん（東新町） 
（まつお   けいこ） 

松尾 敬子さん（東新町） 

※写真はイメージです 

防犯功労者として 

表彰されました。 

  おめでとうございます！ 

 
(やまうち  みつる） 

山内 滿さん（滝川町） 



７月行事予定 

  ７月  ５日（木） デザイン書道講座（うちわ）        １０：００～１１：３０ 

       ２６日（木） アロマ講座（交流会館地域活動室）     ９：３０～１１：３０    

     ２７日（金） 親子料理教室            ９：３０～  

                                    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  

わくわく！ 真夏のカブトムシ列車！ 

  「四日市あすなろう鉄道１dayフリーきっぷ」を購入して指定場所に行くと、 

  先着２００名様にカブトムシ（オス１匹・メス１匹）を プレゼントします。 

 

 
 ◇日 時 ７月１４日（土）９時～１５時 

 ◇内 容 ①あすなろう鉄道線の各駅で1dayフリー切符を購入（小古曽駅では 

      購入不可） ⇒②あすなろう鉄道に乗車し、指定場所２か所を 

      目指す ⇒③指定場所でカブトムシゲット!! 

 ◇注 意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。 

 
                      〈お問合せ〉 都市計画課 公共交通推進室 ＴＥＬ：３５４－８０９５ 

日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！ 

親子料理教室 
なが～い夏休みのひととき、学校とは違った雰囲気で料理をして過ごしてみませんか? 

大人一人でも参加していただけます。（こどもさんは、保護者同伴でお願いいたします。） 

 

日 時：７月２７日（金） ９：３０～ 

場 所：橋北地区市民センター ２階 調理室 

持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具 

参加費：大人 ５００円 こども ３００円 

定 員：１８名 

主 催：四日市市食生活改善推進委員（ヘルスメイト） 

※橋北地区市民センターにて受け付けております。 

 お電話・窓口にてお申込み下さい。 

〈お問合せ〉 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７ 

       メニュー 

☆めかじきソテー ラタトゥイユソース   

☆ほうれん草の切り干し大根和え 

☆ミックスビーンズとキャベツの味噌ミルクスープ 

☆フルーツナッツせんべい 



ユネスコ文化遺産                                募集  

          「鳥出神社の鯨船行事」サポーター講座  

 社会教育課では、行事について知っていただき、多くの方々に親しんで 

いただけるようサポーター講座を開催します。 

 鯨船行事に興味がある方からの応募をお待ちしております。 
 

 

開催日：以下の日曜日（全５回）午後２時～３時３０分 

    ７月１・８・１５・２２・２９日 

場 所：四日市市富田地区市民センター２Ｆホール 

内 容：行事やそれに関わる歴史や文化について、地元保存会や専門家の方をお招きして 

    お話しいただきます。 

定 員：４０名程度（先着順） 

お申込み：応募用紙を下記までお送りください。（用紙は、市ＨＰや各市民センターから） 

お問合せ：〒５１０－８６０１ 社会教育課（担当：吉田、堀越） 

                 ＴＥＬ：３５４－８２３８ ＦＡＸ：３５４－８３０８ 

親子で学ぼう「夏のこども教室」（計量講座） 

棒はかりをつくろう 

  夏休みの自由研究に！ 

        参加無料！！ 

日  時：７月２８日（土）午前の部10:00～12:00／午後の部13:30～15:30  

場  所：橋北交流会館３階 橋北交流施設 第６会議室 

内  容：棒はかりを作りながら、計量の仕組みや歴史について学びます。  

対  象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2人１組） 

定  員：各回20組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。） 

申し込み：７月６日（金）（必着）までに、往復はがきにて、 

     ①希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな） 

     ⑤学年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名  

     を書いて、下記申し込み先まで。 

お申込み・お問合せ先 

   〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室 

                 TEL：354-8147  FAX： 354-8452 



環境衛生、国体など事項 市民文化、市立病院、

シティプロモーションなど

神前地区市民センター 河原田地区市民センター 防災教育センター（北消防署 小山田地区市民センター

会場 2階大会議室 ２階大会議室

高角町２９７７ 富田２丁目４－１５ 山田町１３７３－３

2階大会議室
河原田町１５９

併設）　２階防災センター

危機管理、消防など 健康福祉など
所管 市政の企画、財務、 商工業、農林水産業、 教育、こども 道路、住宅、上下水道、

常任
総　務 産業生活 教育民生 都市・環境

委員会

日時
7月5日（木） 7月9日（月）

１８：３０～２０：４５ １８：３０～２０：４５

新・増築の家屋調査にご協力を 
 平成30年1月2日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査

に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職

員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。 

 また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台

帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 
 

〈お問合せ〉 資産税課 家屋係 

      TEL： 354-8135  FAX ：354-8309 
 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 

 この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、明るい

社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。 

 また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。犯罪や非行

のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 

 この運動の一環として街頭啓発を行います。 
 

日時：７月２日（月）１４：１５～ 

場所：近鉄四日市駅周辺  
〈お問合せ〉 健康福祉課  ＴＥＬ：３５４－８１０９ 

              ＦＡＸ：３５９－０２８８ 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

 ６月定例月議会の議会報告会を、７月５日、９日に開催します。常任委員会ごとに２日に分けて18時

30分から１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は下記参照）。 

定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。 

報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人

を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。 

 ※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。 

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） 

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 

※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※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。 

 〈お問合せ〉 議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０ 



８月　８日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）
８月２２日（水）１３：３０～ あさけプラザ　２階第一小ホール

開催日 開催場所
７月１１日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）
７月２５日（水）１３：３０～ あさけプラザ　２階第一小ホール

開催日 開催場所
７月１８日（水）１３：３０～ 桜地区市民センター　２階大会議室
７月２０日（金）１３：３０～ 日永地区市民センター　２階ホール

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 

♪食生活改善推進員養成講座「栄養教室」 受講生募集♪  

 「食」を通じた健康づくりのボランティア、食生活改善推進員を養成するため、 

栄養教室を開講します。食に興味がある人、新しいことをはじめたい人、男女問わず 

大歓迎です！一緒に「食」から健康づくりをはじめませんか？ 

対象者：受講後、四日市市食生活改善推進協議会の会員としてボランティア活動ができる２０歳 

    以上の市民  ※過去に受講したことのない人 

日 時：①８月７日、②９月１８日、③１０月１６日④１２月１８日、 

        ⑤平成３１年１月２９日（全５回）  いずれも火曜日 １０：００～１５：００ 

場 所：市役所及び四日市市総合会館 

内 容：講義や調理実習など 

定 員：30人  

料 金：１，８００円(実習材料費） 

  

､ 

  

お申込み：7月２４日(必着)までに、 

     健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、名前(ふりがな)、性別、住所、電話番号、 

     生年月日、「栄養教室受講希望」と明記の上お申し込み下さい。 

     応募多数の場合は抽選となります。 (結果は全員に連絡します。) 

 

     <お申込み先> 

     〒５１０－８６０１ 健康づくり課    

                  ＴＥＬ：354-8291   FAX：353-6385 



四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

2017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！！ 

【主なイベント日時・内容】 

料金 無料 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 

７月 １日（日） 

   

11：00～12：00 

14：00～16：00 

七夕かざりを作ろう 

おねがいごとを書いた短冊やおりがみ・

切り絵で七夕の笹をかざろう。 
 

事前申込：不要 

対象：どなたでも 

定員：なし 

７月１５日（日） 1０:０0～1１:０0 
親子で交通安全教室 

クイズをしながら、正しい自転車の乗り

方や道路の歩き方を学ぼうね。とみまつ

けんちゃんにもあえるよ！ 

事前申込：不要 

対象：どなたでも 

定員：なし 

７月２６日（木） 10：30～11：30 

13：30～14：30 

ウォーターバトル＆シュートアウトゲーム 

水でっぽうで、こどもも大人も遊ぼう！ 

事前申込：不要 

対象：どなたでも※

ウォーターバトルは 

小学生以上 

定員：なし 

持ち物：水でっぽう、

バンダナ、着がえ、ぬ

れても良い服装、ゴー

グル、タオル 

７月３０日（月） 
リニア鉄道館の「出張授業」 

磁石の性質を学び、身近にあるもので

磁石がどのように利用されているか、

体験しよう。模型を使って超電導リニ

アが磁石の性質をどのように応用して、

浮上、走行するか学ぼう。 

事前申込：要  

(申込受付は

6/20(水)9:00から。 

受付状況については 

お問い合わせください。) 

対象：小学3～6年生 

定員：各回30人 

持ち物：上ぐつ 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

こにゅうどうくん 
ゆるキャラ®グランプリ2018 in 花園 ～ラグビーのまち東大阪～ 

出陣式イベントを開催します！ 

 四日市市マスコットキャラクター 

「こにゅうどうくん」が、今年も「ゆる

キャラ®グランプリ」に出場します。

「ゆるキャラグ®ランプリ」とは、全国

のマスコットキャラクターが人気を競う

企画で、昨年、「こにゅうどうくん」は

ご当地部門４位となりました。今回は、

最後の挑戦と位置付け、悲願の１位獲得

を目指します！ 

 日時：７月１日（日）１3：３０～１４：３０頃  

          （開場１３：００） 

 会場：総合会館８階視聴覚室 

 内容：・市長挨拶 

    ・著名人からの応援ビデオメッセージ 

    ・こにゅうどうくん思い出ムービーの上映 

    ・こにゅうどうくんダンスパフォーマンス  

                                                            などを予定 


