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 ４月の行事予定 
４月  2日（火）  橋北こども園 入園式 

     ８日（月）  橋北小学校  入学式 

   ８日（月）  橋北中学校  入学式 

  ２３日（火）  犬の登録と狂犬病予防注射 〈橋北地区〉 

  ２６日（金）  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 

  

１３：００～１３：４０ 

橋北地区市民センター 駐輪場 

 生後９１日以上の犬の飼い主は、犬の生涯に１回の登録と、毎年１回、「狂犬病予防注射月間」の 

４～６月に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。 

 必ず｢動物病院｣または｢集合注射会場｣で狂犬病予防注射を受けてください。  

持ち物 ●登録のある犬のとき・・・・・・・・・・・・お知らせのはがき（３月下旬発送予定）と注射費用 

    ●新たに登録する犬のとき・・・・・・・・・・登録費用と注射費用 

    ●市外で登録があり、転入登録する犬のとき・・前住地で交付された犬鑑札と注射費用 

  
費 用 ★集合注射  １頭につき３，２００円（注射料金２，６５０円＋注射済票交付手数料５５０円） 

    ★登録    １頭につき３，０００円 

                      ※お釣りのいらないようにご協力をお願いします 

【注意事項】      

１、ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が連れて 

  お越しください。（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします。） 

２、フン尿の始末は、連れて来られた人が責任を持って行ってください。 

３、雨天の場合でも実施します。 

４、詳しくは広報よっかいち ３月下旬号をご覧ください。 

〈お問合せ〉 衛生指導課 ＴＥＬ：３５２－０５９１ ＦＡＸ：３５１－３３０４ 

          表彰おめでとうございます！ 
  ２月２４日（日）あさけプラザにおいて、「平成３０年度 四日市母子寡婦福祉大会」が開催され、 

三重県母子寡婦福祉連合会 理事長表彰（優良母子家庭）を受賞されました。 

笠井 清子（かさい きよこ）さん   （川原町） 



ＪＲ四日市→福王山 福王山→ＪＲ四日市
9:55 12:01 14:01 16:0110:09 12:09 14:09 16:09

近鉄川原町駅にバス停が新設されます！ 

 ４月１日から三重交通の四日市福王山線が近鉄川原町駅へ乗り入れ、 

バス停「川原町駅前」が新たに設置されます。四日市福王山線は、 

ＪＲ四日市駅－近鉄四日市－末永橋－西坂部－赤水－下村－小島－福王山 

を運行しています。平日１０便のうち４便が、土日祝日９便のうち４便が 

近鉄川原町駅へ乗り入れます。ぜひ、ご利用ください！ 

 詳細は、三重交通四日市営業所 ＴＥＬ：３２３－０８０８もしくは 

三重交通ホームページ(http://www.sanco.co.jp/)でご確認ください。 

バス停「川原町駅前」の時刻（平日・土日祝日） 

〈お問合せ〉都市計画課 公共交通推進室 ＴＥＬ：３５４－８０９５ 

  

福王山 

小島 

下村 

赤水 

西坂部 

末永橋 

川原町駅前 

近鉄四日市 
ＪＲ四日市 

竹成 

名称は、経由する主な停留所名 

バス路線図 

【臨時職員募集】保育士（橋北子育て支援センター） 

募集人数：1名 保育士（保育士資格） 

任用期間：４月１日～６月３０日 

     ※更新の可能性あり 

勤務場所：橋北子育て支援センター 

     （午起一丁目３－１３） 

勤務内容：子育て支援 

     ・在宅乳幼児とその保護者への対応 

     ・親子の遊び場の環境整備と設定 

     ・子育ての相談 

勤  務 日： 月、火、水、金 

     （上記以外に所属長が指定する日に勤務する場合あり） 

勤務時間：８：３０～１７：１５ 

賃  金：賃金 時給１，０００円 交通費別途支給（上限あり） 

そ  の 他：応募いただいた方には、改めて面接の日程をご連絡いたします。 

     勤務日、勤務時間などは上記の記載以外でも相談に応じます。 

     ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

〈お問合せ〉 こども未来課 子育て支援係 担当：飯島 

              ＴＥＬ：３５４－８０６９ 



小池　一夫
樹木　希林

タ　イ　ト　ル 著　　者
クマと少年 あべ　弘士 （あべ　ひろし）

図解でわかる１４歳から知る日本戦後政治史 インフォビジュアル研究所
図解でわかる１４歳からの天皇と皇室入門 インフォビジュアル研究所
負動産時代　マイナス価格となる家と土地 朝日新聞取材班

（かやま　りか）

こころきらきら枕草子 ～笑って恋して清少納言
ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ
元号大全「大化」から「平成」まで 全２４７詳細解説

木村　耕一 （きむら　こういち）

玄冬書林 （げんとうしょりん）

水野　大樹 （みずの　ひろき）

著　　者
よっかいちの自然　第１集　丘陵地や山地の林

タ　イ　ト　ル 著　　者
すぐ死ぬんだから
おらおらでひとりいぐも

内館　牧子 （うちだて　まきこ）

若竹　千佐子 （わかたけ　ちさこ）

ふりまわされない。 小池一夫の心をラクにする３００の言葉

樹木希林１２０の遺言 ～死ぬときぐらい好きにさせてよ

皇室女子“鏡”としてのロイヤル・ファミリー

（こいけ　かずお）

（きき　きりん）

香山　リカ

神前郷土資料館　昔の農業と生活 かんざき風物詩編集委員会
空カラ四日市（むかしのくらし読本５）

「よっかいちの自然」編集委員会
四日市市立博物館

四日市市立博物館
澤井　余志郎　他

ばんこやきのみかた
四日市公害百題＋１０ （さわい　よしろう）

タ　イ　ト　ル

新しい本が入ります！ 

橋北地区市民センター   １階事務室 

一般書 

 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。 

児童書 

地 域 

３月２５日（月）より 

貸し出しを始めます。 

 橋北地区市民センターの書棚には、以下の６つの分野の本があります。 

   ☆フィクション…小説等 

   ☆ノンフィクション…生き方・歴史等 

   ☆地域…三重県・四日市市・橋北等 

   ☆児童…絵本・図鑑等 

   ☆実用…家事・料理等 

   ☆人権…いじめ・差別等 

  「地域」コーナーでは、この地域を扱った本や冊子、この地域にお住まいの方が書かれた本等を 

 置いています。 

  他の地区市民センターで発行された冊子類を見ると、橋北地区との共通性や相違点等が分かり、 

 興味深いです。 

  どうぞご利用ください。 



　

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

４月  ２日（火） 

４月 ７日（日） 

４月１４日（日） 

１０：３０ ～ 

     １２：００ 

１３：３０～ 

     １５：００  

 １０：００ ～ 

      1５：０0 

1３：３０ ～ 

     １５：００  

        

野球盤作り 

空き箱を使って、簡単に作ってあそべる 

野球盤を作ろう。 

2周年記念イベント 

プラザ開館2周年を記念して、家族・友だち

と楽しい1日をすごそう！ 

＊内容の詳細は、こここ通信またはHPを 

ご確認ください。 

レクリエーションで友だちづくり 

ボールや新聞紙などを使ったいろいろな 

あそびを通じて、みんなでなかよく体を 

動かそう！ 

みんなでこいのぼり作り 

みんなで大きなこいのぼりと、あそべる 

「フワフワこいのぼり」を作ります。 

１０：３０ ～ 

       １５：００ 
４月２０日（土） 

  ２１日（日）  

      

対象/小学生 

定員/各回先着15名 

＊当日9：00から 

    整理券配布 

対象/どなたでも 

協力/NPO法人三重県 

   生涯スポーツ協会 

   三重県立 

    みえこどもの城 
＊12：00～13：00は 

        休憩時間 

対象/どなたでも  

（材料がなくなり次第 

       終了） 
＊12：00～13：30 

       は休憩時間 

対象/小学生 

持ち物/上ぐつ、 

   動きやすい服装 

【主なイベント日時・内容】 

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/ 
料金 無料 

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。 

主に小学生～高校生を対象にした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。また乳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。 

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、クッキングルーム、工作室や図書室などの設備

が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！ 

   ３／１０（日） 

    春に向けて 

お掃除をしていただきました。 

キレイに 

        なりました！ 

ありがとう 

       ございます♪ 


