
７月１５日（水）、四日市市文化会館にて「令和２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。

【四日市市社会福祉協議会会長表彰】

中平 小夜子（なかひら さよこ）さん
山本 哲也（やまもと てつや）さん

表彰 おめでとうございます！

橋北地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３７８７
ＦＡＸ ３３０－０２２０
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固まる！？ハーバリウム
メモスタンド
にもなるよ！ 夏らしい素材で作る、涼しげな置物です。

飾りたい小物を入れて、自分だけの置物を作ろう。
作ったら、みんなで楽しく品評会！

日 時：8月１９日（水） １０：００～１１：３０
場 所：橋北地区市民センター ２Ｆ 会議室
講 師：諸岡 幸子（もろおか さちこ）さん、

永田 奈美（ながた なみ）さん
定 員：親子ペアで１０組 （先着順）
参加費：１人７００円（親子ペアで１，４００円）

８月４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・窓口にてお申し込みください。 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７

開催日 ８月１９日（水）に決定！！

HOKKORIの
Twitter

始めました！
ＱＲコードから
アクセスしてね！

マスクの着用を
お願いします。



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
「赤ちゃん広場」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！！

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。

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/

8月 １日（土）
１６日（日）

１０：００～

１１：３０

よかパパひろば
お子さんと一緒にあそんだり、みなさん
と一緒に子育ての話をしませんか？
よかパパ相談員（父親の子育てマイス
ター）が、みなさんの子育てを応援しま
す。

対象/どなたでも
定員/先着１０組
＊当日９：００より受付開始

8月 ３日（月）
～７日（金）

９：００～

１１：３０

夏休み宿題応援企画
朝は頭を動かそう！
ワーク、工作、書道、絵画などなんでも
ＯＫ。
夏休みの宿題にいち早く取り組もう！

対象/小中高生
定員/最大１５名
持ち物/宿題に必要なもの
※職員は常駐しません。定員
があるため保護者の入室は
ご遠慮ください

8月１６日（日） １０：００～

１７：００

プラザフォトスポット
友だち同士、家族で写真をとりにきてね。

対象/どなたでも
定員/１回につき

１グループ５人まで

8月２２日（土）
２３日（日）

１６：００～

１７：００

プラザ納涼祭
大きなプールで「なんでもすくい」に挑
戦！なにがすくえるかな？
ひろばの東屋はフォトスポットに変身！
風鈴の音色で暑い夏の夕涼みをしよう。

対象/１８歳までの子どもと
保護者

定員/各日子ども１００人
※当日１５：００から

整理券配布
※天候により変更する場合が

あります
※詳しくはＨＰもしくは
メインチラシをご確認ください

【主なイベント日時・内容】



御池沼沢ザリガニ釣りで植物保護！

日 時：８月１０日（月・祝） ９：３０～１１：００（受付は９：００から）※小雨実施

場 所：天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）

内 容：御池沼沢植物群落の説明とザリガニ釣り

対 象：３才以上（小学生以下は保護者同伴）

定 員：申込み先着順１０組程度

持ち物等：長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・タオル・虫よけ・ザリガニを入れる容器

申し込み：参加費無料

〈お問合せ〉
社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２４０
ＦＡＸ：３５４－８３０８
Ｅメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

大池

神前小

国道４７７号

三滝川

メリノール

学院

大池中

田光四日市線

御池沼沢植物群落

東部指定地

西部
指定地

御館

四日市
中央工業

７月２０日（月）～８月５日（水）（必着）に、

・代表者の名前

・参加人数（小学生以下は学年か年齢も）

・交通手段

・連絡先（電話番号かメールアドレス）

を、電話かファックス、Eメールで、または直接、

社会教育・文化財課までお知らせ下さい。

読書に関するエッセーを募集
あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことをエッセー（随筆）にしてください。

対 象：市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人
★テーマ：「あの人におすすめしたい本」または、読書法や読書論について
★規 定：４００字詰め原稿用紙またはワード等（１列２０文字×２０列）を使用し、
本文３枚と表紙１枚で未発表のもの（一人1編）に限る

申し込：１０月１８日（必着）までに、作品表紙に所定の応募用紙を添えて、郵送かＥメールで、
、または直接、〒５１０－０８２１ 久保田一丁目２－４２ 四日市市立図書館へ

その他：募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。

〈お問合せ〉 四日市市立図書館
ＴＥＬ：３５２－５１０８ ＦＡＸ：３５２－９８９７
Ｅメール： tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp
月曜日、第２・４火曜日休館
ＨＰ： https://www.yokkaichi-lib.jp/

戦没者を追悼し平和を祈念する日

８月１５日に黙とうを

毎年８月１５日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。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

mailto:syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp


子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

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：四日市市三浜文化会館
申 込 方 法：電話にて９月１９日（土）までにお申し込みください。
テキスト代：２，０５３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：３２３－００２３

日時 内容

９/２６（土） １０：００～１６：００ 相互援助活動の趣旨・子どもの安全と事故、救急法

９/２７（日） １０：００～１５：００
子どもの病気

子どもの世話（あそび）

１０/ ３（土） １０：００～１６：００ 子どもの心と身体の発達・小児看護

１０/ ４（日） １０：００～１６：００ 発達障害について～その子ども接し方～・子どもの心に寄り添う

１０/１０（土） １０：００～１６：００
子どもの栄養と食生活・

援助活動を円滑に進めるために・講習のまとめ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止になることがあります。

「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：9月１２日（土）13：0０～１6：0０（講習会のみの方は１４：３０終了）
＊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。
＊新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止になることがあります。

場 所：四日市市三浜文化会館
定 員：会場の都合により、２０名程度といたします。（先着順に受け付けます）
申込方法：電話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：３２３－００２３



橋北中学校より制服等寄付のお願い
橋北中学校ＰＴＡでは、資源の有効活用、保護者の負担軽減を目的とした、制服等のリサイク

ルに取り組んでおります。
もし、不要になった橋北中学校の制服等がご家庭にございましたら、是非ご寄付いただきます

ようお願い申し上げます。

・対象物：男女の制服上下、カッターシャツ、ブラウス
体操服（名前が入っていても構いません。）
ウインドブレーカー（名前が入っていても構いません。）

・寄付していただいた制服等を必要な保護者に販売します。
（売上金は、橋北中学校ＰＴＡ活動費に充当します。）

・ご寄付いただく場合、 特に期間は設けておりませんので、随時学校へお届け下さい。

※制服は販売前にＰＴＡの方でクリーニングに出しますので、クリーニング前
のものでも構いません。

〈お問合せ〉 橋北中学校 教頭 丹羽
TEL：３３０－００４０

特別番組 「家で祭りを楽しもう～大四日市まつり～」

今年はおうちで祭り気分を味わいませんか？

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大四日市まつりが中止となりました。
番組では、２０１９年の大四日市まつり２日目「郷土の文化財と伝統芸能」に出演した団体の

演技を各団体の思いと共に振り返ります。是非ご覧下さい。

放送チャンネル：12ch
放 送 日 時：８月１１日（火） １９：００～

１２日（水） ２３：００～
１３日（木） １９：００～
１４日（金） １７：００～
１５日（土） １９：００～
１６日（日） １７：００～

〈お問合せ〉
シー・ティー・ワイ 地域情報部
ＴＥＬ：３５９－２９２５

ステキ健康サポーター養成講座のお知らせ
健康づくりのために生活習慣病予防の運動や食事について学び、緑あふれる身近な

公園で仲間と楽しく活動しませんか？

対 象：２０歳以上～７５歳未満の人（受講後、ステキ健康サポーターとしてボランティア活動ができる人）

定 員：３０人（申込み多数の場合は抽選。参加の可否は全員にご連絡します）
日 時：８月２１日・２８日、９月４日・１１日・１８日（毎週金曜日 ９：３０～１１：４５）
場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 本館1階 多目的ホール（日永東一丁目２－２５）
内 容：生活習慣病予防に関する講義や運動実習と、運動を人に伝えるコツを学びます。
参加料：無料
申込み：①教室名 ②名前（ふりがな） ③年齢 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号

⑥公園ステキの会（ステキ健康サポーター主催）に参加したことがある人は公園名を明記し、
8月7日（金）（必着）までにはがきかファクス、電話または健康づくり課窓口へお申込みください。

※災害・感染症等により、内容の変更や教室を中止する場合があります。

〈お問合せ〉 健康づくり課 〒510-8601 諏訪町1-5
ＴＥＬ：３５４－８２９１ ＦＡＸ：３５３－６３８５



近鉄四日市駅西側 湯の山線高架下に
無料の駐輪場がオープンしました

４月より、近鉄四日市駅西側 湯の山線高架下に無料の駐輪場を開設しました。
中心市街地に御用の方はぜひご利用ください。

利用時間：９：３０～２２：００
※２２：００～９：３０の時間帯は施錠いたします。

対 象：自転車、原付（５０㏄）
場 所：安島１丁目地内（下図のとおり）

※ララスクエア四日市店北側から道を挟んだ位置にあります

〈お問合せ〉 道路管理課 交通安全係
ＴＥＬ：３５４－８１５４

湯の山線高架下

無料駐輪場
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８月の行事予定

８月１４日（金） 楽々！元気の会 １０：００～１１：００
１９日（水） 固まるハーバリウム １０：００～１１：３０
２８日（金） 楽々！元気の会 １３：３０～１４：３０

～８月の自動車文庫はお休みです～


