
平成２４年度 

橋北地区各町自治会長・連合自治会役員 
                              が決まりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月３０日(金)、橋北地区市民センターにおいて、各町から選ばれた平成２４年度

自治会長の中から、投票により、連合自治会役員が決まりました。 

 今年度１年間よろしくお願いします。 

◎各町自治会長 (敬称略) 

町  名 自治会長名 町  名 自治会長名 

東新町 第一 須﨑 晏宜 滝川町 第二 小林 幹雄 

東新町 第二 杉野 成次 滝川町 第三 伊藤 和義 

東新町 第三 山本 勇三 浜一色町 西 渡辺 定一 

東新町 第四 安田 勝正 浜一色町 中 山本 信雄 

新浜町 東 笠井 健司 浜一色町 東 山本 久夫 

新浜町 西南 田中 敏夫 京町 西 亀井 正明 

新浜町 北中 高波 功 京町 東 佐藤 晃久 

午起一・二丁目 鈴木 満 川原町 第一 水谷 正 

高浜・高浜新町 森 敏夫 川原町 第二 服部 浩明 

陶栄町 清水 保夫 川原町 第三 諸岡 敏廣 

滝川町 第一 山内 滿   

◎連合自治会役員 (敬称略・順不同) 

【会    長】  山内 滿 

【副会長】  伊藤 和義  笠井 健司   

【書    記】  安田 勝正  亀井 正明 

【会    計】  高波 功    須﨑 晏宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

子どもたちが本に親しみ、心を育むことは、未来を担う「ひとづくり」につながります。   

読書は心の栄養です。子どもたちの読書活動を推進していきましょう。 

橋北地区市民センター１階事務室に図書コーナーがあります。一般図書コーナー

の他に児童図書・絵本コーナーもあります。お気軽にお立ち寄りください。 

貸し出し期間は２週間でひとり２冊まで借りられます。窓口で受付してください。 
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橋北地区市民センター TEL ３３１－３７８７  FAX ３３０－０２２０ 

平成２４年度 

４月５日号 NO.１ 

 橋北中学校 校長   着任 加藤 多可   （三滝中学校から） 
                      退任 伊藤 重夫               

 西橋北小学校 教頭   着任 門脇 寿美       (四郷小学校から) 
                               離任  志々田 絹子 (海蔵小学校へ) 

 橋北幼稚園 園長     着任 餅井 とも子     (富田幼稚園から) 
                          退任 堀 友子 

 ～よろしくお願いします～ 

 館長  後藤 宏 

 副館長 中村 勝也 

 窓口主任 内田 祐子 

 地域マネージャー 草川 里美 

 補助員 嶋野 早奈美 

 補助員 服部 洋子 (羽津地区市民センターから) 

～お世話になりました～ 

 補助員 伊藤 弥代 (大矢知地区市民センターへ) 

橋北地区市民センター職員の紹介・異動 

学校・園 の異動 

４月の自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０ 
滝川公園北駐車場   １０：５０～１１：２０ ４月２６日(木) 



   四日市市アマチュア無線防災ボランティア会員募集 

四日市市アマチュア無線防災ボランティア「略称：ＹＡＢ」（会長 加藤昌弘）は、

昨年１２月１９日に四日市市と災害時の情報収集等に関する協定を締結しました。 

この協定は、ＹＡＢの会員が、災害時にアマチュア無線を用いて市内の被災状

況や市からの発信情報等の伝達を行い、市を支援するものです。 

ＹＡＢは、災害時に多くの詳細情報の収集伝達を図るために、会員を募集してい

ます。 

入会希望の方は、ＹＡＢホームページ内の「ＹＡＢ情報掲示板」から申し込みを行

ってください。 

ホームページは、 http://www.wa.commufa.jp/~koji_216/yab/ 

コールサインは、「ＪＪ２ＹＩＸ」です。 

 

 東日本大震災義援金の募集期間の再延長について 

日本赤十字社では、東日本大震災の義援金を平成２３年３月１４日(月)から

1 年間、受け付けてきましたが、被災状況が甚大であり、義援金の申し出が多

数寄せられている現状等から、募集期間を延長することになりました。 

 

☆ 受付期間 平成２３年３月１４日(月)～平成２４年９月３０日(日) 

（期間を更に６か月間延長しました。） 

☆ 郵便振替口座について 

  （１）口座記号番号  「００１４０－８－５０７」 

  （２）口座加入者名   日本赤十字社 東日本大震災義援金 

      ※ 郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は無料となります。 

      ※ 本義援金については、半券をもって受領証を兼用します。 

      ※ ご依頼人欄に名前、住所、電話番号を記載してください。 

 

 

 

公園周辺や、三滝川河川敷などに飼い犬のものと思われる“フン”が

捨て置かれています。犬の散歩時には、必ず袋などを持参し、“フン”を

放置せずに最後まで持ち帰って始末をしてください。 

地区の人々がお互い快適な生活ができるように、マナーを

守りましょう。 

市民大学熟年クラス受講生募集 

料 金  ９０００円（クラブ活動、行事の経費など別途自己負担あり） 

申 請  ４月２日（月）～２３日（月）に、所定の用紙で、各地区市民センター、 

楠総合支所、文化国際課(市役所５階)へ 

その他  所定の用紙（講座日程、申込用紙）は、４月２日以降申し込み受け付け 

場所で配布 

◎教養課程 

対 象  ６０歳以上(4 月 1 日現在)の市民で、これまでに受講したことのない人 

時間と内容  講義・・・１０：００～１１：３０ 

クラブ活動 (書道・銅版工芸・陶芸・水墨画・俳画・俳句・コーラス・社交 

ダンス)・・・１３：００～１５：００ 

その他、班長会、クラブ長会、各種委員会などを随時開催 

〈 講座日と内容 〉 

月 日（曜日) 内容 月 日(曜日) 内容 

５ 
１６(水) 入学式・記念講演 

(専攻課程と合同) 
10 ２６(金) 平安女流文学 

 １(金) 郷土四日市を学ぶ  ９(金) 山口誓子と四日市 

１５(金) 四日市の自然（１） 
11 

１４(金) 音楽鑑賞と交流会 ６ 

２９(金) 四日市の自然（２）  ７(金) 地球環境とくらし 

１３(金) 介護保険制度 １３(木) 
「居るだけボランティ

ア」実践発表会 ７ 

２７(金) 高齢者の健康 

12 

２１(金) 国際交流(多文化共生) 

１０(金) これからの日本 １ １８(金) くらしの中の時事問題 
８ 

２４(金) ＮＰＯの活動  １(金) くらしと法律 

１４(金) 四日市の歴史  ９(土) 文化祭 
９ 

２８(金) 人権落語 １０(日) 文化祭 

 ２(火) 
文化財めぐり 

(市内現地見学) 

２ 

１４(木) 
修了式・記念講演 

(専攻課程と合同) 10 

１２(金) わたしたちのくらしと人権 ※ 講座内容は変更することがあります。 

場 所  中部地区市民センター 

定 員 １２０人（応募多数の場合は抽選） 

※その他、平成１９年度以降に教養課程を修了した人を対象にした、専攻課程があり

ます。詳しくは、広報よっかいち３月下旬号をご覧ください。 

問い合わせ 国際文化課 ＴＥＬ ３５４－８２３９ ＦＡＸ ３５４－４８７３ 


