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４月から下記の職員が担当します。
よろしくお願いします
＜中部地区市民センター＞
【館 長】
・加納 武郎
【副館長】
・髙嶋 純子
【地域ﾏﾈｰｼﾞｬｰ】 ・松﨑 君子・齋藤 あすか（新規）
【補助員】
・棚橋 秀子・長谷川 明美
・シルヴァ 奈三
＜中部地区地域社会づくり推進会議＞
【事務局職員】 ・岡本 美由紀（新規）
【事務局職員】 ・黒田 孝司（新規）
★お世話になりました★
【地域ﾏﾈｰｼﾞｬｰ】 ・後藤
【事務局職員】 ・中川
【事務局職員】 ・齋藤

眞里（退職）
里美（退職）
あすか（退職）

子育て応援事業

中部すくすく＆マタニティ広場
親子で絵本を楽しもう！～小さな本の大きなせかい～
水谷 敏郎

４月２１日（金）

申込み不要
参加無料

午前１０時３０分～１１時３０分
場
講
対

所：中部地区市民センター ４階 音楽室
師：読み聞かせボランティアさん
象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん

内

容：絵本の読み聞かせ・手遊び・親子ふれあい遊び・絵本の話など
★体重測定も出来ます。（母子手帳をお持ちください）
★主任児童委員さんも参加されます。
今後の予定：５月１９日(金)・6 月 16 日（金）

＜問合せ＞
回
覧

中部地区市民センター TEL

354－0336

持ち物:バスタオル
＜今後の開催予定＞
８月はお休みです

１０月２１日（金）
- 1ック幼稚園
-

港中学校 3 月 20 日（土）双葉幼稚園

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

地域での自主防犯活動を支援します！！
（平成 29 年度

四日市市地域防犯活動支援事業補助金）

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用
する物品の購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
■補助額 補助対象経費の９／10 （上限 10 万円）
■応募締切 平成 29 年５月１日（月）
■申請方法 お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出
問合せ先：四日市市 市民協働安全課
TEL:354－8179

橋北小学校

給食パートを募集（４月下旬からの勤務です）

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員補助（給食パート）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（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇勤務時間 ＝ 午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間）
◇時 間 給 ＝ ９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申し込み ＝ 応募を希望される方は教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ
で履歴書を提出して下さい。書類選考の上、合格者に対して面接を実施
します。
◇応募期間 ＝ ４月５日（水）～４月１２日（水）
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第６回

全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち

出場ファミリー募集

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。
選：10 月 15 日（日） 文化会館第１ホール

本

司会・進行：青島広志さん
応 募 資 格：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません
参 加 料：１グループにつき 2,000 円
応 募 方 法：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を
下記実行委員会まで送付してください。
締切…7 月 20 日（木）
（必着）
※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、
各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。
◇申し込み先／問い合わせ先
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会
（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
TEL059-354-8239 FAX059-354-4873
ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

キャリアコンサルタントがお聞きしま
す。
（１回５０分までの個別相談）
【対 象】市内在住、通勤、通学して
いる女性
【場 所】四日市市男女共同参画セン
ター「はもりあ四日市」
★予約優先です。
お電話またはメールにてお申込みください。
NPO 法人人材育成センター
電 話 ０５９‐３４０‐３０１５（平日9時～12時、13時～17時）
メール support@ji-center.com（終日）
※氏名、電話番号、希望日時をお伝えください。
★託児あり：希望される方は、申込み時にお伝えください。
★相談事業のお問合せは「はもりあ四日市」までお願いします。
★昨年度と電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽが変わっています。ご注意ください。
本事業は、四日市市から NPO 法人人材育成センターに委託し運営い
たします。

働くウーマンナビ
開催日は月２回土曜日。
日によって開設時間が異な
ります。

【開設日時】
15 時～19 時 16時～20時
４/８
４/22
５/13
５/27
６/10
６/24
７/８
７/22
８/12
８/26
９/９
９/30
10/14
10/28
11/11
11/25
12/２
12/９
１/13
１/27
２/10
２/24
３/10
３/24

※ふれあい中部の用紙は、再生紙を含む紙でできています。紙は大切な資源です。再利用に努めてください。
※当センターは駐車スペースが限られておりますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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印刷室利用についてのお願い
印刷室利用についてのお願い
中部地区市民センター内の印刷室の利用について、各団体の総会資料の印刷が重なる
４月と５月の利用に限り予約制とさせていただくことになりました。
◆予約受付開始日…印刷室利用希望日の前月１日より
（４月に利用の場合は３月１日より受付開始）
◆予約方法…電話、来館
【予約・お問い合わせはこちらまで】
中部地区地域社会づくり推進会議（中部地区団体事務局）
☎３５６－１５８８ 月～金（除祝日）
・９時～１７時

図書室よりおしらせ
～新しい本が入りました～
◆「言葉にできる」は武器になる。 梅田 悟司
◆成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木
◆たとえ世界が終わっても

龍平

その先の日本を生きる君たちへ 橋本 治

◆九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子
◆全部レンチン！やせるおかず作りおき
◆ふたりからひとり

時短手間なし、失敗なし 柳澤 英子

～ときをためる暮らし それから～ つばた英子・つばたしゅういち

◆家事は、すぐやる！めんどくさがりな性格のまま、体がサクサク動くアイディア マキ
◆１００かいだてのいえ いわい としお
◆トコトコとこちゃん 真木 文絵/文・石倉 ヒロユキ/絵
◆５０歳、おしゃれ元年。

地曳 いく子

乾電池の回収について＜お知らせ＞
平成２８年４月から、乾電池は資源物として２週間に１回集積場に出すことができるよ
うになりましたので、市民センターでの回収はなくなりました。
資源物収集日に透明または半透明の袋に入れて袋に「乾電池」と
表記してください。
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