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中部地区市民センター／西浦一丁目８番３号
３５４－０３３６
平成２９年度成人講座

手作りしめ縄教室

１２月７日(木)

日 時：
午前９時３０分～1２時
場 所：中部地区市民センター３階会議室
講 師：伊藤 頼夫さん
内 容：正月飾りのしめ縄(２種類)をワラから手作りします
材料費：５００円（当日集めます）
定 員：２０名（先着順で定員になり次第、締め切ります）
持ち物：工作用はさみ・持ち帰り用の袋
対 象：中部地区に在住、在勤、在学の方

１１月１６日(木)午前９時より受付開始
＜問合せ・申込み＞
平成２９年度成人講座

中部地区市民センター TEL

354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

おせちづくり

１２月１１日(月)

日 時：
午前１０時～午後１時
場 所：中部地区市民センター ２階 調理室
講 師：白峰 圭子 さん（料理教室講師）
材料費：１,０００円 (当日集めます)
※当日のキャンセルは材料費をご負担いただきます
定 員：２４名（先着順で定員になり次第、締め切ります）
持ち物：エプロン・三角巾（スカーフ、手ぬぐい）・ふきん
台ふきん・筆記用具・お茶
対 象：中部地区に在住、在勤、在学の方

〈メニュー〉
１．お煮しめ
２．おめでた松竹梅
３．簡単ミートローフ
４．菊花かぶ
５．煮卵

１１月２１日(火)午前９時より受付開始
＜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）

＜市民窓口サービスセンターにおける業務停止のお知らせ＞
◆点検作業のため、下記の日時は臨時休業いたします。

１１月１１日（土）・１２日（日）終日
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
【四日市市役所 市民課】 TEL３５４－８１５２

回
覧
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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
１１月１７日（金）

日
場
講
対
内

時：
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
師：保健師（こども保健福祉課）
象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん
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）

申込みは不要、
参加は無料です。

今後の予定：１２月１５日（金）・１月１９日（金）
＜問合せ＞

中部地区市民センター TEL

354－0336

…

内

ご

案

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

…

日時 …… 平成３０年１月７日(日) 午前９時３０分～
会場(スタート・ゴール)……一番街商店街 半径１キロ周辺
おもてなし……グルメポイントも多数!!
(詳細及び申し込みにつきましては、次回回覧をご覧ください。)
問い合わせ先…中部地区団体事務局…ＴＥＬ：３５６－１５８８

※ロゲイニングとは…
グループで制限時間内により多くのチェックポイントを回り、得点を競う誰もが楽しめるスポーツ
です。
チームごとに作戦を立て、チェックポイントでは見本と同じ写真を撮影します。チェックポイント
に設定された数字がそのまま得点となり、より合計点の高いチームが上位となります。
平成２９年度成人講座

クリスマスリ－ス講座

再掲

申込受付中！

１１月１４日(火)

日 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
＜問合せ・申込み＞

中部地区市民センター TEL
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354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

防火標語 『火の用心

ことばを形に

習慣に』

11 月 9 日から 15 日までの間、秋の火災予防運動が実施されます。
四日市市消防本部では、11 月 12 日（日）10 時から、ふれあいモール周辺及び諏訪栄商店街内に
おいて防火パレードなどの広報を行いますので是非ご覧ください。
また、年末に向け空気が乾燥する季節が近づいてきました。火の元には十分気を付けてください。
全国規模でみると、新潟県糸魚川市、東京の築地、北海道の紋別などにおいて大規模な火災が発生
しています。これらの火災は、ガスコンロに火をつけたままその場を離れたために発生しています。
四日市市内においても同様の火災が過去に発生しています。ご家庭においても、ちょっとだからと
その場を離れたり、電話をしていて目を離したりすることがないようご注意ください。
四日市市中消防署 指導係
０５９－３５６－２０１２

四日市市制施行１２０周年記念市民企画イベント募集について
市制施行 120 周年をともに盛り上げていただける「市民企画イベント」について、本年４月より募集
受付を行ってきましたが、予定より早く予算額に達する見込みとなりました。当初１月までとしていた
募集期間を１１月末に締め切ることとなりましたのでお知らせします。
○募集期間平成２９年４月１日から平成２９年１１月３０日まで
※当補助金の申請を予定している団体にあっては、早めに事務局にご相談ください。
お問い合わせ先

政策推進課 電話：059-354-8112

く る べ かんがいせき

久留倍官衙遺跡公園で活動してみませんか

FAX：059-354-3974

公園ボランティア募集

四日市市教育委員会社会教育課
[☎354-8240 FAX354-8308] ✉syakaikyouiku@city.yokkaichi.mie.jp

大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」
では、現在、公園整備を進めており、来年 3 月にガイ
ダンス施設の先行オープンの予定です。
そこで、来場者に遺跡の面白さを伝えたり、公園の
日常管理をサポートしていただけるボランティアを募
集します。詳しくは、募集要項をご覧ください。
１．対
象 18 歳以上。ボランティア登録のための研修（全 7 回）に参加できる人。
２．研修場所 くるべ古代歴史館（久留倍官衙遺跡公園ガイダンス施設 大矢知町 2323－
1）
。11 月 25 日は市立博物館（安島 1‐3‐16）
３．研修日時 11 月 25 日、12 月 9 日・23 日、平成 30 年 1 月 13 日・27 日、2 月 17 日、
3 月 3 日。いずれも土曜日 10 時～12 時
４．申し込み 11 月 20 日（必着）までに、所定の応募用紙を、郵送かファックス、Ｅメー
ルで、〒510－8601 諏訪町 1－5 社会教育課「久留倍ボランティア募集」係へ
５．募集要項（応募用紙を含む） 社会教育課（市役所 9 階）、各地区市民センターなどに
あります。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ くるべいせき からも からも入手できます。
※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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全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の実施について
平成２９年１１月１４日（火）１１：００から防災行政無線屋外スピーカーから「上りチャイ

ム＋「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回＋「こちらは広報四日市です。」＋下りチャイ
ム」が放送されます。訓練放送をご承知おきください。

※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。

自動電話応答（０５９－３５１－４００４）で放送内容を確認できます。

困ったら

一人で悩まず

行政相談

役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務に対する困り事、
意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じて、関係行政機関にあっせんを行い
ます。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・運営の改善に生かす制度です。
毎月第３火曜日に市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、１１月は塩浜地区市民セン
ターで実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。
日 時
場 所

平成２９年１１月２１日（火）午後１時～４時
塩浜地区市民センター ２階会議室
（※塩浜地区以外の方のご相談にも応じます）

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談相手です。ご相談は無
料で、相談者の秘密は固く守ります。
○お問い合わせ先 市民生活課 市民・消費生活相談室（☎３５４－８１４７）
ご存知ですか？

全ての人に「児童虐待通告」の義務があります！
ひんぱんにケガや
やけどをしている

家に帰りたがら
ない

よくおびえた
泣き声が聞こえる

こんな時間にこどもだけ？（深
夜のコンビニ）

べたべた大人に甘える
（または、体に触れることを極
端にイヤがる）

いつも衣服が
汚れている

虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談
四日市市家庭児童相談室 : ３５４－８２７６
●こどもの虐待防止ホットラインよっかいち : ３５３－５１１０
●児童相談所全国共通ダイヤル

１８９

又は ０５７０－０６４－０００（２４時間ＯＫ）

お近くの児童相談所につながります。
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