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１１月の行事予定

１１月２７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

楽々！元気の会 １３：３０～１４：３０

《四日市市消防本部からのお知らせ》

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日
その火事を 防ぐあなたに 金メダル

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防火に関する意識を高めていただく
ことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合も被害を最小限にとどめることを目的として、毎年
「秋の火災予防運動」を実施しています。
以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。

●住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

≪３つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

≪４つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

●もしものときに備えて

住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどをふき取
りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は１０年です。

〈お問合せ〉 四日市市消防本部 予防保安課
TEL: ３５６－２０１０ FAX： ３５６－２０４１

－１－

羽津地区 防災訓練に伴う防災サイレンのお知らせ

１１月２２日（日）、羽津地区において防災訓練が行われ、訓練開始の
合図として、９：００から1分間サイレンが鳴ります。
近隣地区の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

〈お問合せ〉 羽津地区市民センター ＴＥＬ：３３１－４４６５



組子作り
細かくひき割った木片を使って麻の葉模様のコースターを作りましょう。釘を使わず

パズルのように組み付けて作ります。職人の方から建具作りについてのお話もしていた
だきます。中学・高校生の方は職業体験として参加してみませんか。

日 時：１１月２８日（土） ①１０：００～ ②１１：００～ ③１３：００～
申込み先着順でご希望の参加時間を伺います。
（ご希望に沿えないこともあります）

場 所：すわ公園交流館１階ホール
（諏訪公園噴水前、茶色のレンガ造り）

対 象：市内に在住、または通学する小学生～高校生
（小学１，２年生は保護者同伴）

定 員：同伴の保護者も含めて各回１２名
兄弟で申込みの場合作れる個数は一家族につき一つです。

参 加 費：無料
申 込：１１月４日（水） １６：００～ こどもの家へお電話で申込みください。

〈お問合せ〉 こどもの家 ＴＥＬ：３５１－３９３３
９：００～１７：００ （日・月・祝 休館）

－２－

浜田小学校・塩浜小学校 給食パートを募集
（１１月下旬からの勤務です）

募集職種：小学校給食調理員（給食パート）各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：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）
勤務時間：浜田小学校…８：４５～１５：１５（労働時間５時間４５分）

塩浜小学校…８：３０～１５：００（労働時間５時間４５分）
時 間 給：１，０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
そ の 他：浜田小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内

小学校に勤務することがあります。
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：１０月２０日（火）～１１月４日（水）

〈お問合せ〉 教育総務課 ＴＥＬ：３５４－８２３６

特殊詐欺にご注意ください！

先月、四日市市内において、特殊詐欺の被害が発生しました。
最近の特殊詐欺の手口として、官公庁などの職員だけでなく、家電

量販店などの従業員をかたるなど、様々な事例が発生しています。
不審な電話がかかってきたときは、うのみにせず、ご家族や警察に

相談してください！

四日市南警察
ＴＥＬ：３５５－０１１０



日 時：１１月２９日（日） １０：００～１１：３０
場 所：四日市市立図書館 ３階 会議室
講 師：図書館職員
対 象：市内在住の中学生以上の人
定 員：１０人（応募多数の場合は抽選）
受 講 料：無料
託 児：なし
申込方法：ハガキ、メール、電話、ＦＡＸ、窓口にて受付

※住所、名前、電話番号を添えてお申込みください。
締 切：１１月１１日（水）必着
あ て 先：〒５１０－０８２１

四日市市久保田一丁目２－４２
四日市市立図書館 「よみきかせ はじめのいっぽ！」係
ＴＥＬ：３５２－５１０８ ＦＡＸ：３５２－９８９７
Ｅメール：tosyokan@city.yokkaitichi.mie.jp

おうちで、赤ちゃんへの読みきかせをする時のちょっとしたコツを知りたい。

どんな絵本を読んだらいいかを迷っている。そんな人、お待ちしています。

おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、ぜひどうぞ！

女性のためのカウンセリング講座（オンライン）全４回

日付 時間 内 容

オリエン
テーション

１１/１１
（水）

１０：００～
１１：００

オンラインテスト、自己紹介、説明

第1回
１１/２０
（金）

１０：００～
１１：３０

カウンセリングの基礎「聴く 看る」

テーマから学ぶ「家族との関係」

第2回
１１/２７
（金）

１０：００～
１１：３０

カウンセリングの基礎「わかる 共感」

テーマから学ぶ「友人との関係」

第3回
１２/ ４
（金）

１０：００～
１１：３０

カウンセリングの基礎「尊重 受容」

テーマから学ぶ「生き方」

〈お問合せ・お申込み〉
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
四日市市本町９番８号 本町プラザ３階
ＴＥＬ：３５４－８３３１ ＦＡＸ：３５４－８３３９
Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

講師
石田ユミ（いしだゆみ）さん
（フェミニストカウンセラー・

公認心理師・臨床心理士）

対象
①市内に在住、または通勤・通
学し、全４回参加できる女性
➁インターネットの接続環境で
タブレット端末またはWebカメ
ラ付きのパソコンを用意できる
人（スカイプのアカウントの取
得が必要）

定員
１０人程度（先着順）

参加費
無料（通信料はご自身の負担）

－３－



保育無料券とは、第2子以降の子の出産後における保護者の心身の負担軽減のため、市内の認可保育
園・こども園での一時保育に上の子を2回まで無料で預けられる券のことです。保育無料券を受け取るに
は、交付申請をしていただく必要があります。

＜申 請 方 法 ＞
こども未来課（総合会館３階）、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架
下）にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出ください。

＜対 象 者 ＞
市内在住の産婦で、第２子以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉（未就学児）を養育している人。

＜利 用 期 間 ＞
保育無料券を受け取った日から、出産月の１２か月後の月末まで。

＜利用方法等＞
一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、
各園にお問い合わせください。

〈お問合せ〉 こども未来課 ＴＥＬ：３５４－８０６９

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】

料金 無料 ※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、
お電話にてお問合せください。

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/

11月9日
（月）
・

30日
（月）

10：00～

11：00

すくすく広場
手遊び、絵本の読み聞かせ、季節に合った制作活動を予定
しています。

対象/未就学児
定員/当日先着20組

11月22日
（日）

15：30～

17：00

プラザフェス2020
家族や友だちとプラザに集合！
いろいろな音楽を楽しもう♪
出演したい人も募集します。
※募集要項については通信かＨＰをご確認ください。

対象/どなたでも
定員/当日先着50名
※15：00～受付開始

11月23日
（月・祝）

15：30～

16：30

こども運営委員会presents「ポイントハンター」
こども運営委員会がプラザ中に宝箱を隠したよ。見つけ出
して高得点を目指そう。

対象/小学生
定員/当日先着25名
※15：00～受付開始

11月25日
（水）

15：30～

16：30

ポートボールをやってみよう
バスケに似ているけどバスケじゃない、ゴールのかわりに
人がボールをキャッチする日本発祥のスポーツ、ポート
ボールを体験します。

対象/小学生
定員/当日先着16名
持ち物/上ぐつ、飲み
物

－４－


