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表彰おめでとうございます！
四日市市 スポーツ有功賞
スポーツ振興に特に功績が顕著であると認められ、１０月８日（日）四日市ドーム
で行われた第４８回四日市市民スポーツフェスタの開会式において表彰されました。

・石﨑

平成２９年度成人講座

日

喜美代さん（浜田）

クリスマスリ－ス講座

１１月１４日(火)

時：

午前１０時～１１時３０分
場

所：中部地区市民センター

３階

会議室

講

師：四日市公害と環境未来館職員

内

容：天然素材を使ってクリスマスリースを

手作りのリースを飾って素敵な
クリスマスを迎えませんか？

作ります。
定

員：２０名

（先着順で定員になり次第、締め切ります）

対

象：中部地区在住・在勤・在学の方

持ち物：剪定ばさみ（あれば）
・作品を入れる手提げの紙袋
★無料で受講できます

１０月２５日（水）午前９時より受付開始！！
★体重測定も出来ます。
（母子手帳をお持ちください）

＜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）
持ち物：バスタオル
今後の予定:１２月１６日（金）
・１月２７日（金）

回
覧

今後の予定・１２月１６日（金）
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）
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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 時：１１月１７日（金）

午前１０時３０分～１１時３０分
場 所：中部地区市民センター

４階 音楽室

講 師：保健師（こども保健福祉課）
対 象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん
内 容：インフルエンザ予防と予防接種について
★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）
今後の予定：１２月１５日（金）
・１月１９日（金）
※申込みは不要、参加は無料です。
＜問合せ＞

中部地区市民センター TEL354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

。
今後の予定:１０月２０日（金）・１１月１７日（金）

ロコモティブシンドローム予防のお話や楽しい運動を紹介します。
★主任児童委員さんも参加されます。
食生活については「食生活改善推進員」が、
★体重測定も出来ます。
（母子手帳をお持ちください）
運動については「ヘルスリーダー」が担当します。
今後の予定 ７月１４日(金)・９月１５日（金）※８月はお休みです。
日にち：１１月２０日（月曜日）
時 間：１０：００～１２：００
～
会 場：中部地区市民センター
対 象：おおむね６５歳以上の市民
定 員：３０名程度（申込不要）
参加料：無料（試食あり）
持ち物:バスタオル
持ち物：タオル、お茶、筆記用具
＜今後の開催予定＞
その他：運動しやすい服装でお越し下さい
１０月２１日（金）
【問い合わせ先】
８月はお休みです
四日市市健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１

-2-

市立図書館

臨時休館のお知らせ

<11 月 1 日(水)～平成 30 年 1 月 29 日(月)>
市立図書館は、吊天井対策工事に伴い、11 月 1 日から全館(学習室を含む)休館します。
利用者の皆様には長期にわたりご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
◆臨時予約貸出窓口を開設します
11 月 14 日(火)～12 月 28 日(木)
平日 9:30～19:00・土日祝 9:30～17:00
・市立図書館、あさけプラザ図書館、楠交流会館図書
室の本の予約、また予約した本の貸し出しや返却が
できます
・予約は５冊までなど、予約、貸出・返却のルールは
通常通りです
◆臨時返却ポストを設置します
11 月 12 日(日)17:00～
臨時予約貸出窓口

平成 30 年 1 月 11 日(木) 9:30

臨時返却ポスト

◆その他
・ 自動車文庫は通常通り運行します
・ あさけプラザ図書館、楠交流会館図書室は、通常通り開館します
・ 市外図書館からの本の取り寄せは、原則として平成 30 年 2 月中旬以降となります
<問い合わせ> 市立図書館（TEL 352-5108 FAX 352-9897 ﾒｰﾙ tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp）

四日市市立博物館

「四日市の昭和の鉄道写真」を募集します！
博物館では、平成 30 年 1 月 2 日(火)より開催する特別企
画展「なつかしいくらしと昭和の元気なこどもたち」にち
なんで、
「四日市の昭和の鉄道写真」を募集します。
「諏訪
駅」
「集中豪雨前の八王子線」など昭和 40 年代までの四日
市で撮影された写真をお寄せください。ご応募いただく写
真は、公開することを前提といたしますので、応募をもっ
て公開についてのご承諾とさせていただきます。

応募期間

11 月 5 日（日）まで＜消印有効＞

募集要項をお読みのうえ、所定の様式に記入した応募票
と写真を「郵送・メール・博物館に持参」いずれかの方法
で四日市市立博物館「四日市の昭和の鉄道」係までお願い
します。
募集要項は、
「博物館・各地区市民センター・文化会館・
図書館・総合会館」に設置されています。また、博物館ホ
ームページからもダウンロードできます。

★お問い合わせ（月曜休館）
四日市市立博物館「四日市の昭和の鉄道」係
〒510-0075 四日市市安島一丁目 3 番 16 号
TEL

059-355-2700（代）

メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

※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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中部地区
日 時：11 月 22 日（水） 13：00 開演（12：30 開場）
場 所：本町プラザ １階ホール
内 容：とみまつ隊 腹話術
花吹雪一座 何がとびだすかお楽しみ！
主催：中部地区地域社会づくり推進会議 四日市市老人クラブ連合会中部ブロック
問い合わせ：中部地区団体事務局

TEL/FAX

３５６－１５８８(９時～１７時・土日祝日を除く)

平成２９年度「中部地区交流会」
作品展示コーナーへの出品者募集

中部地区交流会
平成３０年

あなたの作品を中部地区のみなさんに披露しませんか？

応募対象
応募受付
申 込 先

：
：
：

２月１８日(日)

中部地区にお住いの方
平成 29 年 11 月 13 日（月）～12 月 11 日（月）
中部地区地域社会づくり推進会議（中部地区団体事務局）
Tel/Fax 356－1588 （9 時～17 時・土日祝日を除く）

☆詳しくは中部地区団体事務局へお問い合わせください。

１１月１８日（土）、１９日（日）ナガシマリゾートで
「こにゅうどうくん」を応援しよう！

平成２９年８月１日（火）より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が、
全国のキャラクターの人気を競うインターネット投票「ゆるキャラ(R)グランプリ２０１
７」に出場し、ベスト１０入りをめざしています。
本年は、決選投票の会場が桑名市ナガシマリゾートに決まり、ご当地票が期待されてい
ます。例年、決選会場にお越しいただいた来場者による投票はインターネット投票よりも
高倍率で計算されます。ぜひ「こにゅうどうくん」の応援に足をお運びください。
ｲﾍﾞﾝﾄ ：ゆるキャラ(R)グランプリ２０１７in 三重桑名・ﾅｶﾞｼﾏﾘｿﾞｰﾄ
と き：平成 29 年 11 月 18 日（土）・19 日（日）９～１６時（予定）
ところ：ナガシマリゾート 駐車場内特設会場
（三重県桑名市長島町浦安 333）
入場料：大人 前売り：500 円（当日 600 円）
小人 前売り：200 円（当日 300 円）
※未就学児は無料
公式サイト：http://www.yurugp.jp/
問合せ先：観光・シティプロモーション課
TEL.354－8286 FAX.354－8307 MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp

-4-

