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平成３０年度成人講座

３５４－０３３６

身近な相続のはなし

「相続」とは、誰かが亡くなった場合に、その人の財産を身近な人が受け継ぐことです。
近年、遺産相続で親族の間でのトラブルが増加しているそうです。
相続について、関心がある人、今まで全く経験のない人も、司法書士さんと一緒に学びましょう。

日時：１０月３０日（火）
３階

午前１０時～１１時３０分
無料で受講して

場

所：中部地区市民センター

会議室

講

師：岡本 仁志さん

内

容：相続と遺言、生前贈与、不動産の相続登記など

いただけます

（司法書士）

相続の基本をわかりやすく学びます
対

象：中部地区に在住、在勤、在学の方

定

員：２０名(先着順)

持ち物：筆記用具

１０月１０日（水） 午前９時より受付開始
<申込み・問合せ>

子育て応援事業

中部地区市民センター

TEL

354-0336 月～金９時～１７時(祝日を除く)

中部すくすく＆マタニティ広場

１０月１９日（金）

午前１０時３０分～１１時３０分

日

時：

場

所：中部地区市民センター ４階 音楽室

対

象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん

内

容：親子交流会 ゆったりおしゃべりを楽しみましょう。

申込みは不要、
参加は無料です。

★民生委員さん・主任児童委員さんにお手伝いいただいております。
★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：11 月 16 日（金）・１２月２１日（金）
＜問合せ＞

中部地区市民センター TEL

354－0336

回
覧
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月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

９・１０月の
主な行事予定

中部地区全体
☆ ９月２４日（月）老人クラブ カラオケ大会
午後１：００ スタート
本町プラザ１階ホール
☆１０月３０日（火）講演会 講師：前田 憲司先生
午後２：００ なやプラザ ２階 社協会議室
詳細は次回号にてご案内します！

浜田地区
☆９月２５日（火）青少年を守る会講演会
午後１：４０ 浜田小学校 体育館
☆１０月１４日（日）大運動会
午前９：００ 浜田小学校 運動場

港地区
☆９月２３日（日）総合防災訓練
午前９：００ 集合 なやプラザ
同和地区
☆１０月１４日（日）防災訓練
午前９：００ 中央小学校

共同地区
☆１０月２１日（日）ふれあいひろば
午前９：００ 中部西小学校

中央小学校区文化会
☆９月２８日（金）コンサート
午後６：３０ 本町プラザ１階

中央・同和地区
☆１０月２１日（日）大運動会
午前９：００

<問合せ先>

中央小学校

皆さまのご参加を

運動場

お待ちしています！！

中部地区団体事務局 電話３５６－１５８８

介護予防ボランティア

平日９：００～１７：００

ヘルスリーダー養成講座のお知らせ

自分自身はもちろん、家族や地域の人のために、介護予防について運動やレクリエーショ
ンなどをみんなで楽しく、学んでみませんか
◆ 日
時 11 月 2、9、16、30 日、12 月 7 日（いずれも金曜日 14:00～16:00）
◆ 場
所 橋北交流会館【東新町 26－32】
◆ 対
象 受講後、ヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる人
◆ 定
員 20 人程度
◆ 内
容 介護予防に関する講義や運動実習など
◆ 参 加 料 無料
◆ 申し込み 10 月 19 日(必着)までに、お名前（ふりがな）、郵便番号・住所、電話番号、
受講会場、「ヘルスリーダー養成講座」希望と明記の上、はがきかファクス、
または電話で健康づくり課へ
健康づくり課 （〒510-8601 諏訪町１－５  354-8291 Fax 353-6385）
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インターネット投票でこにゅうどうくんを日本一にしよう！
「ゆるキャラ®グランプリ２０１８」こにゅうどうくんへの投票方法

１.必要なもの
インターネット環境、メールアドレス（パソコン・携帯電話など）
２.ＩＤ（メールアドレス）の登録方法
①entry@vote.yurugp.jp へ空メールを送る
②返信メールに記載された URL からパスワードを設定する
※受信拒否設定を利用されている場合は事前に「@yurugp.jp」ドメインからのメールを受信できる
ように設定しておいてください。

③ＩＤ登録完了画面が出たら登録完了
３．毎日投票をする
ゆるキャラグランプリのホームページ（http://www.yurugp.jp/）から
「こにゅうどうくん」のページを見つけてね。
・投票は１メールアドレスから１日一票です。
・「□私はロボットではありません」の表示が出たら☑を入れてね。
・一度登録したメールアドレスとパスワードは、
登録したパソコンや携帯以外でも投票ができるよ。

問合せ先：観光交流課
TEL.354－8286 FAX.354－8315

MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp

第７回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち

観覧者募集！

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15 家族が四日市を舞台に
腕を競い合います。
それぞれの個性が輝くバラエティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールに、是非、みなさまお誘い合
わせの上、お越しください。
10 月 14 日（日）13:00 開演（12:20 開場）

日

時

場

所 四日市市文化会館第１ホール

入場料 無料（入場整理券が必要です。
）
入場整理券

（お一人につき 4 枚まで）

配布場所

文化振興課、四日市市文化会館、三浜文化会館、あさけプラザ、各地区市民センター、男女
共同参画センター

詳しくは文化振興課（電話

※往復はがきでの申し込みもできます。

３５４－８２３９）へお問い合わせください。
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四日市市議会

議会報告会のお知らせ

８月定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝
えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在
住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望
する会場にどうぞお気軽にお越しください。

第１部：議会報告会

日

時

常

任

委員会

総

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

平成３０年１０月９日（火）

平成３０年１０月１０日（水）

１８：３０ ～ ２０：４５

１８：３０ ～ ２０：４５

務

教育民生

所

管

市政の企画、財務、

教育、こども、

事

項

危機管理、消防など

健康福祉など

シティ・
ﾐーﾃィﾝ ｸﾞ

産業生活
商工業、農林水産業、
市民文化、市立病院、シ
ティプロモーションなど

都市・環境
道路、住宅、上下水道、
環境衛生、国体など

教育民生常任委員会の
防災全般について

所管事項全般について

楠地区市民ｾﾝﾀｰ

三重地区市民ｾﾝﾀｰ

３階 301 会議室

別館大ホール

多文化共生について

スポーツについて

テーマ

会

場

問合せ

四日市市議会事務局

四郷地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室

海蔵地区市民ｾﾝﾀ‐
２階大会議室

議事課 電話：０５９－３５４－８３４０

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

「保育無料券」をご存知ですか？
第 2 子以降の子を出産した場合に、産後 6 か月までの期間で、市内の認可保育所が実施する一時保
育に、上のお子さんを 2 回まで無料で預けることができるサービスを実施しています。このサービス
を利用するための「保育無料券」の交付には申請が必要です。
問合せ：こども未来課（☎354-8069 FAX 354-8061）

※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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