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１２月の予定 

     １２月    １日（土）  デコもち講座 

        ４日（火）  ダンボールコンポスト（コンポスト作りの講習会） 

              ５日（水）  デザイン書道講座（年賀状） 

         １２日（水）  しめ縄づくり講座 

         １８日（火）  ダンボールコンポスト（堆肥作りの進み具合の講習会） 

       ２３日（日）  百人一首講座 

       ２６日（水）    親子料理教室（ヘルスメイト） 

               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 

百人一首（競技かるた）初心者講座 
      「ちはやふる 神代もきかず 竜田川 

                      からくれないに 水くくるとは」 
    漫画や映画で人気の競技かるた。始めてみたいけど、ルールが分からない。一緒にやる相手がいない・・。 

そんなあなたに分かりやすく、一から競技かるたの楽しさを伝えます。 

 競技かるたは性別、年齢を問わず、幅ひろく楽しめるスポーツです。子供さんから大人の方まで、 

皆さんの参加をお待ちしています。 

  ※募集：１２月４日(火)よりセンターにて受付を開始します。 

       お電話・窓口にてお申し込みください。  

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

☆日      時： １２月２３日（日） １０：００～１２：００ 

☆場    所： 橋北地区市民センター １階 和室 

☆講    師： 三重県かるた協会 会長 太田 富夫（おおた とみお）さん 

         三重県かるた協会 理事 太田 信乃（おおた しの）さん 

☆定    員： １５名 

☆参 加  費： 不要 

☆持 ち  物： 不要。動きやすい服装でお越しください。 

表彰おめでとうございます！ 

勤続２０年 滝川町第一自治会長  山内 滿さん 

 １１月９日（金）あさけプラザにおいて、「平成３０年度四日市市自治会長大会」が開催され、

永年、自治会長として地域の発展・住民福祉向上に尽力された方が表彰されました。 
やまうち   みつる 



☆日      時： １２月２６日（水） １０：００～ 

☆場    所： 橋北地区市民センター ２階 調理室 

☆定    員： 先着順で保護者と子どもの９組 

☆参 加  費： 大人 ６００円 子ども ４００円 

☆持 ち  物： エプロン・三角巾・布巾・筆記用具 

☆主    催：四日市市食生活改善推進委員会（ヘルスメイト） 

市内学童保育所の指導員を募集しています 

 学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。 

 子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。経験・資格の有無は問いません。 

常勤の指導員だけでなく、週に1日だけ、夏休みだけの勤務、ボランティアを希望される人も 

募集しています。 

内 容：市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など 

その他：各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります 

◆指導員登録説明会 

 市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。 

登録していただいた人には、指導員を募集する学童保育所を市から紹介します。 

 年度ごとの登録になりますので、平成29年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。 

日  時：12月15日（土）18:00～ 

場  所：四日市市総合会館 第１研修室 

内  容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ 

お申込み：12 月13日（木）までに、下記内容を、電話、ファクス、又はＥメールで、こども未来課へ 

     ①住所 ②名前 ③電話番号 ④ファクス番号 ⑤Ｅメールアドレス 

こども未来課 

   TEL：354-8069 FAX：354-8061 

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

一緒の料理作りに参加してみてください。 

お子さんの違った一面が発見できるかも・・・・ 

     メニュー 

 ＊あじの南蛮 

 ＊かぼちゃそぼろ茶巾 

 ＊カレーきんぴら 

 ＊さつまいもご飯 

 ＊ミルクゼリーマンゴーソース 

橋北地区市民センター  ＴＥＬ：３３１－３７８７ 

親子料理教室 

中央小学校 給食パートを募集（１月上旬からの勤務です） 

募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）１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：８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

時  間 給：９２５円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

申し込み：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：１１月２０日（火）～１２月４日（火） 
〈お問合せ〉 教育総務課  ＴＥＬ：３５４－８２３６ 

参加していただいた子どもさんには、 

冊子とバンダナをプレゼント! 

※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。 



相互援助活動の趣旨・子どもの安全と事故・救急法

１０：００～１６：００２月１０日（日） 子どもの心と身体の発達・小児看護

２月1７日（日） １０：００～１２：００ 援助活動を円滑に進めるために　　講習のまとめ

１月２６日（土） １０：００～１２：００ 子どもの世話（あそび）

１月２７日（日）

日時 内容

１月１９日（土） １０：００～１６：００

１月２０日（日） １０：００～１５：３０ 子どもの病気・子どもの心に寄り添う

子どもの栄養と食生活
発達障害について～その子どもとの接し方～

　９：３０～１６：００

新規援助会員講習会のお知らせ 
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で

支えあう会員組織です。 

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？ 

受講開始から1年以内に受講を完了すれば、援助会員

として登録できます。１講座からでも受講できます。 

  
  
  
  
  
  
  

場   所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階 

申 込 方 法：電話、FAXにて平成3１年1月１2日(土)までにお申し込みください。 

テキスト代：2,0５0円 

そ   の   他：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  TEL／FAX：323-0023 
        （NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、 
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。 

 新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。 

 日時及び会場 第3回 12月2日(日) １３：００～１４：３０  

           本町プラザ ２階 

       第4回 平成３１年3月3日(日) 12：30～1４：00 

           じばさん三重 4階 

 ＊いずれの日も、講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。 

 ＊駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。 

 定  員：会場の都合により、30人程度といたします。(先着順に受け付けます)    

申込方法：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。   

託  児：有り/無料 ※事前にお申し込みください。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  TEL／FAX：323-0023 
（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

  

多文化共生講演会を開催します 
 本年度の多文化共生講演会は、日系三世

ブラジル人で、司法修習生の照屋レナン・

エイジさんをお迎えし、言葉と文化の壁を

越えて、難関の司法試験に合格し、弁護士

を目指す自身の体験談をお話しいただき、

外国にルーツを持つ子どもたちがグローバ

ル人材として活躍できる、多様性が生かさ

れるまちづくりについて考えます。 

日 時：１２月３日（月） １８：３０～２０：３０ 

場 所：四日市市総合会館 ７階 第１研修室 

講 師：照屋（てるや）レナン・エイジ氏 

      ／司法修習生・日系三世ブラジル人 

テーマ：「夢を力に変えて 

      ～日本で頑張る若い世代の皆さんへのエール」 

参加費：無料 

〈主催・申込み〉市民生活課多文化共生推進室 ＴＥＬ：３５４－８１１４ 



商工業、農林水産業、市民文化、

会　場

道路、住宅、上下水道、
市立病院、シティプロモーションなど

富洲原地区市民センター
2階大会議室

環境衛生、国体など

千代田町２６７－１ 富州原町３１－４６

平成３１年１月７日（月）

時　間

都市・環境 産業生活 総務 教育民生

山田町１３７３－３ 塩浜本町一丁目１－２
２階大会議室

常　任

所　管
委員会

事　項 　健康福祉など危機管理、消防など
教育、こども、　市政の企画、財務、

小山田地区市民センター
2階大会議室 2階大会議室

月　日 １２月２７日（木） １２月２８日（金）

１８：３０～２０：４５

八郷地区市民センター 塩浜地区市民センター

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて  

 通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場

合は、市民課へご連絡ください。 

★コンビニ交付サービス始まります 

 本市では、平成31年2月ごろからマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアな

どに設置されているキオスク端末から、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が

取得できるコンビニ交付サービスの開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、6:30～

23:00まで利用できます。（ただし12月29日～1月3日は利用できません。） 

※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要となります。マイナンバーカードをお

持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。 

★マイナンバーカード交付申請書の 

差出有効期限切れの送付用封筒の有効性について  

 「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード 

交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効期限が平成29年10月4日と 

なっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用できます。 

★マイナンバーカード交付申請書の 

送付用封筒の作成材料について 

以下のサイトから、送付用封筒作成の材料をダウンロードできます。 

【マイナンバーカード総合サイト】 

https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

※トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の 

「封筒材料のダウンロードはこちら」をクリックしてください 
 〈お問合せ〉  市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２ 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

 11月定例月議会の議会報告会を、下記の通り開催します。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。 

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）  

  四日市市議会事務局 議事課  

     ＴＥＬ：３５４－８３４０ 



  市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ―チャ―の指導の下、 

  楽しく交流しながら学びませんか。 
 

対   象：１６歳（高校１年生）以上の人   

場   所：国際交流センター 

定   員：各講座２０～２５人（先着順。６人以下の場合は不開講） 

受 講 料：各講座１３，０００円（全１０回。教科書・教材代が別途必要） 

講座開講期間：平成３１年１月８日（火）～３月１６日（土） 

おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャー・トラベルほか）ポルトガル語（入門）・ 

            スペイン語（入門・初級・中級）・ハングル（入門・トラベル）・中国語（入門・初級）・ 

        ハングル（入門・トラベル）・ベトナム語（入門・初級）・タイ語（トラベル） 

申込み方法：１２月２０日までに受講希望講座名・住所・名前・電話番号・メールアドレス・語学レベル・ 

      受講動機を往復はがきかファックス、メールで、または国際交流センターへ 

 

   詳しくは、四日市国際交流センターのホームページ（https://yokkaichi-shinko.com/yic/） 

   または各地区市民センターにある募集案内で詳しい内容を必ずご確認の上、お申込みください。 

 

 〈お問合せ・お申込み〉四日市国際交流センター (諏訪町１－５ 四日市市役所北館５階） 

           月曜日・祝日・年末年始休館 ９：００～１７：００ 

           ＴＥＬ：３５３－９９５５   

           Ｅメール：yic@yokkaichi-shinko.com 

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「親子クラフト」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】 

１２月 ８日（土） 

      ９日（日） 

１２月１５日（土） 

１２月２７日（木） 

１２月１６日（日） 

13:30～16:00 

 

13:30～15:30 
 

10:30～12:00 

13:30～15:00     

11:00～12:30 

 （終了予定） 
 

クリスマスツリー作り 

段ボールと色紙を使って手乗りツリーと 

プラザに飾る大きなツリーをみんなで作ろう！ 

 
プラザクリスマス会 

ハンドベルの演奏やレクリエーション、ミュージカ

ルショウなどもりだくさん！みんなで楽しい1日を

すごそう。 

すごろく作り 

オリジナルすごろくを作るよ。 

できあがったら家族や友だちと一緒にあそぼう！ 

もちつき大会 

なぁ～にぃ～やっちまったな！でお馴染みのクール

ポコ。さんがプラザへやってきます。みんなでもち

つきをしたり、ぜんざいを食べて楽しみましょう。 

対象/どなたでも 

定員/手乗りツリー作りのみ 

    各日先着30人 

＊当日9：00から整理券配布 

対象/どなたでも 

協力/三重四日市リトル・ 

                      ミュージカル 

対象/小学生とその家族 

定員/各回先着10組 

＊当日9：00から整理券配布 

対象/乳幼児・小中高生（保護 

        者同伴可）・地域の人 

＊未就学児のお子さんは必ず  

   保護者同伴でお願いします。 

定員/150人 

＊事前申込制 

            （11月29日から） 

＊詳細はHPまたは通信を 

   ご確認ください。 

料金 無料 所在地：東新町26番32号 橋北交流会館4階 TEL： 330-5020 FAX ：334-0606 

                    HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp 



学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢 紫苑（かばさわ　しおん）

看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島 すがも（こじま　すがお）

世界でたったひとりの自分を大切にする 鈴木 秀子（すずき　ひでこ）

こころ彩る徒然草 木村 耕一（きむら　こういち）

縄文力で生き残れ
2018▶2019 エピソードで読む世界の国243

タ　イ　ト　ル 著　　者
ファーストラヴ 島本 理生（しまもと　りお）

送り火 高橋 弘希（たかはし　ひろき）

エピソードで読む世界の国編集委員会 

自分史のすすめ 小池 新（こいけ　あたらし）

かがみの孤城 辻村 深月（つじむら　みづき）

蜜蜂と遠雷
羊と鋼の森

恩田 陸（おんだ　りく）

宮下 奈都（みやした　なつ）

林 幸子（はやし　ゆきこ）
介護じゃないけど、やっぱり心配だから
～親に作って届けたい、つくりおき～

禅とジブリ 鈴木敏夫（すずき　としお）

はんこと日本人 門田 誠一（もんた　せいいち）

望月 昭秀（もちづき　あきひで）

新しい本が入りました 

橋北地区市民センター   １階事務室 

 橋北地区市民センターでは、８:３０～１７:００に図書の貸し出しをしています。 

 お一人につき１回２冊まで借りることができます。貸出期間は２週間です。 

『こころ彩る徒然草』（木村耕一著） 

   

   「つれづれなるままに、日暮らし・・・」から始まる徒然草は、今から約７００年前の 

 卜部兼好（うらべかねよし）（吉田兼好（よしだ けんこう））が記した気ままなエッセイ集です。 

   筆者は、兼好さんの言葉が７００年の時を超え、私たちに届き、元気、勇気を与えてくれ  

 ることを読者に広く知ってもらうために、徒然草全２４４段のうち現代に通じるメッセージ 

 ６６段を厳選したうえで、現代風に意訳。さらに写真やイラストを活用することで、私たちに  

 兼好の言葉が「言霊」として届くように工夫してます。 

  アップルコンピュータ社を設立したスティーブ・ジョブズは、若いときから大の日本好きで 

 京都の苔寺を家族で訪問していたことが知られています。本書でも、「彼の仕事の進め方、  

 信念を語る言葉の中に、まさに「徒然草」そのまま、といえるメッセージがあります（Ｐ３）」 

 と指摘されているように、兼好の考え方は海外でも通用するものとなっています。 

  貴族社会に生まれながら官位を捨て、文化人や名士と交流し、幅広く自由に生きた文 

   化人のメッセージに気軽に触れることができます。 

  是非、手にとってご覧ください。 

きむら こういち 



三滝川河川改修工事について  

 三滝川河川改修工事が次のとおり行われます。この工事は、堤防の嵩上げと

目地補修を行うことで、高潮に対して堤防の安全度を向上させるものです。 

 工事期間中、通行規制が実施される期間がありますので、交通誘導員と作業

案内板に従って通行してください。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。  

【作業期間】 平成３０年１１月下旬～平成３１年４月下旬   

              ※天候、その他の事由により、工事工程に変更が生じることがあります。  

【作業時間】 ８：３０～１７：００   

        ※作業の進捗により終了時間が遅くなる場合があります。  

位置図 

工事箇所 

通行止範囲 

※北条球場の駐車場は利用 

できますが、迂回願います。 

横断図 

工事箇所（目地補修） 
【通行可】 

工事箇所（堤防嵩上） 
【通行止】 

【発注者】 三重県四日市建設事務所 流域・公園課 担当者 内藤   

          ＴＥＬ 059-352-0677 （8:30～17:15 月～金 ※祝祭日除く）  

【施工業者】 (株)河北組   現場代理人  森 亮太   ＴＥＬ 059-345—2361  

三重県企業庁 工業用水道 制水弁設置工事について  

 工業用水道の制水弁設置工事が、平成３０年１２月中旬～下旬に、橋北通り

の近鉄名古屋線高架下から７０ｍ東の交差点で行われます。 

 工事期間中は、交通誘導員と作業案内板に従って通行してください。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。  

【連絡先】 三重県企業庁 北勢水道事務所 施設整備部 建設２課  担当者 伊藤・中村   

        ＴＥＬ 059-351-1573 （8:30～17:15 月～金 ※祝祭日除く）  



 
 
 

  橋北保育園跡地について、１２月下旬から２月下旬にかけて園舎の解体工事を行い、橋北小学校の 

 来客用駐車場等の整備工事を行います。 

  周辺の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。 

   

  【工事期間】 平成３０年１２月下旬～平成３１年２月下旬 

  【時   間】  ８：３０～１７：００（やむを得ず時間外に作業を行うことがあります） 

  【施工業者】 １２月上旬に決定予定 

      

  三滝通りから工事用車両等が出入りしますので、作業案内板と誘導員に従って通行してください。  

橋北保育園跡地整備について 

橋北地区市民センター駐車場 

（約２０台） 

   
 
 

       橋北地区市民センターにおいて、１２月上旬から３月中旬にかけて駐車場整備工事を行います。 

        周辺の皆さまと地区市民センターをご利用いただく皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解と 

     ご協力をいただきますようお願いします。 

   

  【工事期間】 平成３０年１２月上旬～平成３１年３月下旬 

  【時   間】  ８：３０～１７：００（やむを得ず時間外に作業を行うことがあります） 

  【施工業者】 有限会社 山下住企 四日市市水沢町４７８８番地１   ＴＥＬ：０５９－３２９－３１２６ 

      

    地区市民センター北側出入口及び周辺道路で一部通りにくくなる場合があります。また、仮設の 

  駐車場が使用できなくなります。  

橋北地区市民センター駐車場整備について 

小学校倉庫等 

移設予定地 
橋北小学校来客用駐車場（約４０台） 


