第５６１号／２０１７年(平成２９年)６月５日発行
中部地区市民センター／西浦一丁目８番３号

３５４－０３３６

平成 29 年度子育て応援事業

中部すくすく＆マタニティ広場
日
場
対
内

時：６月１６日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
所：中部地区市民センター ４階 音楽室
象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん
容：身の回りにある物で簡単工作など（予定）
親子交流会 ゆったりおしゃべりを楽しみましょう
★主任児童委員さんも参加されます。
★体重測定も出来ます。（母子手帳をお持ちください）
※申込みは不要、参加は無料です。
今後の予定：７月１４日(金)・９月１５日(金)
：※8 月はお休みです。

＜問合せ＞

中部地区市民センター TEL

354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

持ち物:バスタオル
＜今後の開催予定＞
平成 29 年度成人講座
８月はお休みです

１０月２１日（金）

家庭の書類整理術
役所や病院へ行く時、欲しい書類をすぐに出せますか？大切な書類をわかりやすく
整理しておくと、家族みんなが安心です。この講座では、すぐに役立つ書類整理の方
法を学びます。

日
場
講
内
対
定

時：６月２８日（水）午前１０時～１２時
所：中部地区市民センター ３階 会議室
師：くらしの夢プラン
容：模擬書類を使って書類整理の実習をします。
象：中部地区に在住・在勤・在学の方
員：２４名

持ち物：筆記用具

６月７日（水）午前９時より受付開始！（先着順）
＜講座に関する問合せ･申込み＞ 中部地区市民センター
TEL 354－0336
月～金 9 時～17 時（祝日を除く）
回
覧
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◆無料で受講できます
（事前申込が必要です）

参加者募集！

新図書館（中心市街地複合拠点施設）にかかる懇談会を開催します
新図書館を含む中心市街地複合拠点施設整備の基本的な考え方について、広く市民の皆
さんに知っていただき、また本施設の機能や空間のあり方について、直接意見交換を行う
ため、市内４カ所で懇談会を開催します。日程は下記のとおりです。
開催日時・場所

参加人数

参加申込受付期間

平成 29 年 6 月 25 日
（日）

６月８日（木）

14:00~15:30（予定）

～

あさけプラザ

６月２３日（金）

平成 29 年 7 月 16 日
（日）

６月２３日（金）

14:00~15:30（予定）
四日市市文化会館
平成 29 年 7 月 23 日
（日）
14:00~15:30（予定）

～

各回

７月１４日（金）

８０人程度

６月２３日（金）

（先着順）

内容

・本施設整備の基本的
な考え方の説明
・参加者との意見交換

～

中消防署中央分署

７月２１日（金）

平成 29 年 8 月 20 日
（日）

６月２３日（金）

14:00~15:30（予定）

～

三浜文化会館

８月１８日（金）

対象
市内に在住または通勤・通学する人
申込方法
参加申込受付期間内に、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、郵便、ＦＡＸ、またはＥメール
で政策推進課へお申し込みください。
申込書は、地区市民センターに配架するチラシの裏面をご利用いただくか、市ホームページより
入手いただけます。
お問い合わせ先
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号
四日市市役所 政策推進部

政策推進課

℡059-354-8112 FAX 059-354-3974 Email：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

「子どもの人権１１０番」強化週間のお知らせ
学校における「いじめ」の事案や、家庭内における児童虐待の事案が依然と
して数多く発生していることから、子どもをめぐる様々な人権問題の解決にむ
けて、全国一斉で「子どもの人権１１０番」強化週間を実施します。
～ 実施期間や相談番号のお知らせ ～
✿ 期間：６月２６日(月)から７月２日(日)の７日間
✿ 時間：午前８時３０分から午後７時（土日は午前１０時から午後５時）
✿ 番号：０１２０－００７－１１０ （全国共通フリーダイヤル）
問い合わせ 津地方法務局人権擁護課 電話 ０５９－２２８－４１９３
FAX ０５９－２１３－３３１９
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敬老行事の実施にあたって
中部地区（共同社協・同和社協・中央社協・港社協・浜田自治会）では、高齢者の皆さんを
敬愛し、長寿をお祝いするため、本年も、９月に敬老行事を行います。当日は、できるだけ多く
の方に参加していただきたいと考えており、市に依頼して７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、
生年月日、性別を記載）を閲覧させていただき、対象の方には、もれなく案内を送付したいと考
えています。
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持の厳守を徹
底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できますよう、皆さんのご理解、
ご協力をお願いいたします。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、平成２９年６月３０日（金）
までに介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をいただきますようお願いします。
その場合、敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けできなくなりますのでご了承ください。
また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）

夏休みの自由研究に！

参加無料！！
ゲームでチャレンジ！

めざせ！おこづかいマスター！！
日

時 ：７月２３日（日）午前の部 10:00～11:30／午後の部 13:00～14:30

場

所 ：総合会館 7 階（市役所西どなり） 第 1 研修室

内

容 ：￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方について
学びます。
￥参加者には、おこづかい帳などの記念品をお渡しします。
￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。

対 象 ：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2 人１組）
定

員 ：各回 20 組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）

申し込み：７月７日（金）
（必着）までに、往復はがきにて、
① 希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな）⑤学年
⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名 を書いて、下記申し込み先まで。
申し込み・問い合わせ先
〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室 （TEL354-8147 FAX 354-8452）

※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。

-3-

ヘルスリーダーによる

イキイキ教室

皆で楽しく体を動かしましょう！
日

時：６月２０日（火）

場
対
内

所：総合会館４Ｆ機能訓練室
象：おおむね６５歳以上の市民の方
容：介護予防のための無理のないストレッチ

午前１０時～１１時３０分
申込みは不要、
参加は無料です

筋トレとレクリエーションなど
持ち物：タオル・水分補給用の飲み物
※動きやすい服装でお越しください
＜問合せ＞健康づくり課

健康づくり係℡

今後の日程：９月２６日（火）・平成３０年

６月１日

３５４－８２９１
２月 ６日（火）

病児保育室「チェリーケア」がオープンします！

病児保育室は、病気療養中で、保育園・小学校などの集団生活に不安がある子どもを、
一時的にあずかるところです。専任の看護師と保育士がいて安心です。
四日市市病児保育室「カンガルーム」
（中部 8 番 17 号 二宮病院東側）に加えて、桜花台
にも病児保育室がオープンします。
桜花台こどもクリニック

病児保育室「チェリーケア」

桜花台一丁目４５－１（子育て支援センターさくらんぼ

開設時間：月～金

TEL&FAX：059-340-7015

２階）

９：００～１７：３０（クリニックの休診日を除く）

利用料金：2,000 円（所得税非課税世帯は 1,000 円、市民税非課税世帯は無料）
※診察代の他、食事代等実費負担あり。
定員：３名（予約が必要です）
利用できる児童： 市内に居住し、保育所、幼稚園、小学校に通園又は通学している子。

巡
７月

６(木)

２６(水)

回
８月

お休み

お休み

日

停車場所

９月

６(水)

２７(水)
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停車時間

曙二丁目

11:00～11:30

市役所東

10:50～11:20

中町

13:20～13:50

南納屋町防災公園

14:00～14:30

