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７月１２日（金）、川越町 あいあいホールにて「平成３１年度 四日市市民生委員児童委員
大会」が開催され、次の方々が表彰されました。

【四日市市長表彰】

服部 富子（はっとり とみこ）さん

【四日市市民生委員児童委員協議会連合会会長表彰】

木下 美佐子（きのした みさこ）さん
亀井 由美子（かめい ゆみこ）さん
中島 真寿美（なかじま ますみ）さん

表彰 おめでとうございます！

８月２日（金） １０:３０～１０：５０
橋北地区市民センター 駐車場

参加者におもてなしあります。参加無料。
〈お問合せ〉 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７

御諏訪太鼓がやってきます！みんなで歓迎しよう！



親子料理教室のご案内

メニュー

・豆腐クリームの
パングラタン

・大豆と鶏むね肉の
元気サラダ

・人参のポタージュ
・牛乳ココアプリン

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。 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７

日 時： ８月２８日（水） １０：００～
場 所： 橋北地区市民センター ２階 調理室
定 員： １８名
参加費： 大人 ６００円 子ども ４００円

大人だけの参加は大丈夫ですが、子どもは保護者同伴で
お願いします。

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（ヘルスメイト）

夏の思い出の一つとして、料理教室に参加して腕をふるってみませんか？

橋北こども園 臨時保育士募集

橋北こども園では、８月から働いていただく臨時保育士を募集しています。
こども園で働きたいとお考えの方は、下記までご連絡ください。

〈臨時保育士〉
応募資格：保育士資格をお持ちの方
勤務時間：【例】８：３０～１７：１５
勤務日数：※時間・日数・曜日 要相談
時 給：９５０円～１，２００円

※勤務時間数等によって異なります。

〈保育パート〉応募資格は問いません。
勤務時間：① ７：４５～ ９：１５

②１６：００～１８：００
①、②どちらかだけでもかまいません。

勤務日数：要相談
時 給：９５０円

〈お問合せ・応募先〉 東新町２６－３２ 橋北こども園（鈴木）
ＴＥＬ：３３１－４０４９

８月の行事予定

８月 ２日（金） 御諏訪太鼓 １０：３０～１０：５０
２０日（火） 親子で右脳トレーニング ９：３０～
２２日（木） タウンミーティング １９：００～２０：３０
２３日（金） 楽々！元気の会 １３：３０～１４：３０
２８日（水） 親子料理教室 １０：００～

～８月の自動車文庫はお休みです。～



～くるべ古代歴史館 体験イベントのお知らせ～
【開催場所】くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１）

◆くるべで勾玉をつくろう！

９月８日（日）、１５日（日） いずれも１０：００～１２：００（受付９：３０～）
対 象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
料 金：無料
定 員：各回２０人（応募多数の場合は抽選）
持ち物：汚れてもよい服装
申込み：８月１０日（必着）までに、参加希望日、参加者全員の氏名・年齢

（はがき１枚につき２人まで）、代表者の住所・電話番号を、往復はがきで、
くるべ古代歴史館へ

※詳しくは、『広報よっかいち』７月下旬号、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。

〈お問合せ〉 教育委員会 社会教育・文化財課 くるべ古代歴史館
ＴＥＬ：３６５－２２７７ ＦＡＸ：３６５－２２８８

◆弥生土器のもようをうつしとろう

８月７日（水） １３：３０～１５：００
対 象：小学４年生以上
内 容：拓本（紙）で土器のもようをうつしとります。
料 金：無料
その他：申込み不要

ユネスコ無形文化遺産

「鳥出神社の鯨船行事」
見学と体験ツアー参加者募集

ユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」が８月１４日（水）・１５日（木）に
富田地区で行われます。見学と体験ツアーに参加して、勇壮な鯨船を体感してみませんか。

日 時：８月１５日（木） ９：３０～１５：００頃
（９：００受付）

集合場所：富田地区市民センター ２階 ホール
内 容：船の概要の説明、各組の鯨船山車に分かれて

町練りと本練りの見学・体験
そ の 他：８月１日（木）までに、参加者全員の住所・氏名・年齢、

代表者の連絡先を、 電話、ファクス、またはＥメールで、
社会教育・文化財課へ。
荒天により中止の場合あり。

※詳しくは、『広報よっかいち』６月下旬号、ＨＰ（「とりでじんじゃのくじらぶね」検索 ）を
ご覧ください

〈お問合せ〉 教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２３８ ＦＡＸ：３５４－８３０８
E-メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp



在宅医療市民啓発活動事業を補助します
「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）

にかかる経費の一部を補助します。
１．対象事業

令和元年１０月1日（火）～令和2年3月31日（火）に実施される事業
（※同一申請者(団体)による申請は、年度２回までとします）

２．応募資格
市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など

３．補助限度額
活動に直接必要な経費の2分の１（講師料については全額補助）
ただし、補助金額には上限があります

４．募集スケジュール
８月２７日（火）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。
申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。

５．応募書類
募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。
また、市のホームページからもダウンロードできます。

〈お問合せ〉 健康福祉課 ＴＥＬ：３５４－８２８１

平成３１年度（令和元年度）

看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！

潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるように、
または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対して研修を
開催いたします。

○開催期間・受付期間 【開催場所：四日市看護医療大学】

○受講資格
以下の要件を満たす方を対象とします。
１．再就業を希望する潜在看護師
２．訪問看護に興味のある現役看護師
３．訪問看護師になりたい方
４．全日程参加できる方

（※全日程参加が難しい方は、健康福祉課でご相談に応じますので、下記までご連絡願います）

○受講料：無料

【第１回】
①開催日

令和元年９月３日（火）、１０日（火）、１７日（火）、２４日（火）、１０月１日（火）、８日（火）
②受付期間

令和元年８月２３日（金）まで （※受付期間が過ぎても９月２日まで受付可）
【第２回】
①開催日

令和元年１１月５日（火）、１２日（火）、１９日（火）、２６日（火）、１２月３日（火）、１０日（火）
②受付期間

令和元年１０月２５日（金）まで（※受付期間が過ぎても１１月１日まで受付可）
【第３回】
①開催日

令和２年１月７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）、２月４日（火）、１２日（水）
②受付期間

令和元年１２月２７日（金）まで（※受付期間が過ぎても１月６日まで受付可）

〈お問合せ〉 健康福祉課 企画係 ＴＥＬ：３５４－８２８１

昨年度の受講風景



排水管高圧洗浄の投げ込みチラシにご注意を！

○市とは関係ありません
最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第○○
地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてありますが、
市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

○チラシの内容をよくご確認ください
「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計する
と高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。
また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、
周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、
かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

〈お問合せ〉 市民生活課 市民・消費生活相談室（市役所１階）
ＴＥＬ：３５４－８２６４
（受付は平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００）

戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月１５日に黙とうを

８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で政府主催の「全国戦没者
追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙とうをお願いします。
黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。

〈お問合せ〉 健康福祉課 ＴＥＬ：354-8109 FAX：359-0288

夏休み！道路での遊びによる事故に注意しましょう

通行目的 観光娯楽 散歩 買物 訪問 遊戯 その他 合計

発生数 127 84 243 403 670 692 2,219

発生率 5.7％ 3.8％ 11.0％ 18.2％ 30.2％ 31.2％ —

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く） （警察庁H26～H30）

こどもたちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学路を除く私用で
の交通事故の通行目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。こどもは背
丈が低くドライバーから見え辛いなど、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入り
こどもたちの屋外での活動も活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るため、
こどもたちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

〈お問合せ〉 道路管理課 交通安全係 ＴＥＬ：354-8154



四日市市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。
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！！

【主なイベント日時・内容】

８月 ３日
（土）

１３：３０～
１５：００

伝承ゲーム
昔から伝わるあそびやミニゲームを皆で楽
しもう。

対象/小学生
持ち物/上ぐつ、動きやす
い服装

8月 11日
（日）

１０：３０～
１２：００

１３：３０～
１５：００

すいすい浮沈子（ふちんし）作り
水の中でお魚が浮いたり、沈んだり、泳い
だり！？
実験浮沈子工作をしよう。

対象/小学生
定員/各回先着15名
持ち物/円筒の

ペットボトル

＊当日9：00から
整理券配布

8月 18日
（日）

１３：３０～
１５：００

防災知識もりもり大作戦
災害に備える大切さをクイズや工作を通じ
て学ぼう。夏休みの自由研究にピッタリ‼

対象/２名以上の家族
定員/20組
持ち物/筆記用具
協力/四日市市中消防署

西分署長 中島修平さん

8月 24日
（土）

１３：００
～１６：００

プラザ夏まつり2019
盆おどりや縁日、おばけやしきなど、楽し
い1日をすごそう。
＊詳しくは夏まつりチラシをご覧ください。

対象/どなたでも

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/

（なかじま しゅうへい）


