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朝明高等学校  ３月 １日（日） 

保々中学校  ３月 ９日（月） 

保々小学校  ３月２０日（金） 

保々幼稚園  ３月２３日（月） 

保々保育園  ３月２６日（木） 

保々地区            2015年 2月 20日 №22 
 

保々地区市民センター 
電話 339‐0001・0663 
保々地区団体事務局 
電話 339‐3130 
 

保々地区ホームページ  ＜Let’s enjoy 保々＞ 
              http://www7.cty-net.ne.jp/~hobo-fsc/top.html 

❝ポトフ・フルーツ・常備菜も用意❞ 
お料理をつくって、おいしい！楽しい！にチャレンジしよう!! 

Menu ≪地元で採れた春野菜を使って≫ 

☆菜の花しゅうまい ☆クリスピーチキン ☆チヂミ（切り干し大根入り） 

☆メカジキのカツレツ パレルモ風（イタリアのシチリア島の料理です） 

☆豚こまのプチソーセージ      ☆卵焼き（それぞれが好みの具を使って） 

特別に、手羽元のトマトポトフもつくよ❣お楽しみに♪ 

 

日  時：３月２７日（金） 午前１０時～午後１時 
場  所：保々地区市民センター ２階 料理室 

定  員：２０名 

参加対象：小学生と年少から年長の幼児（幼児の方は保護者同伴） 

     ※男女問いません 

材 料 費：４００円／１人（保護者の方もいただきます） 

持 ち 物：エプロン・バンダナ・台ふき・手ふきタオル 

弁当箱・マイはしの用意も忘れずに！ 

講   師：保々地区いきいきサロン“桑の実” 

申込み先：保々地区市民センター ☎３３９－０００１ 
 

主催：保々地区市民センター 

図書室に新しい本が入りました 
 （３月９日(月)より貸出し開始します） 

 

☆ サラバ！（上・下）            （西 加奈子） 

☆ ハケンアニメ！                （辻村 深月） 

☆ ナオミとカナコ                （奥田 英朗） 

☆ 原発ホワイトウアウト          （若杉  冽） 

☆ 東京ブラックアウト            （若杉  冽） 

☆ 鹿の王（上・下）              （上橋菜穂子） 

☆ 夢をかなえるゾウ３            （水野 敬也） 

☆ ワンダフルストーリー （伊坂幸犬郎・犬崎梢・木下半犬・横関犬・貫井ドッグ郎） 

☆ キャプテンサンダーボルト                         （阿部 和重・伊坂幸太郎） 

☆ フランス人は10着しか服を持たない            （ジェニファー・L．スコット） 

☆ ビブリア古書堂の事件手帖６ ～栞子さんと巡るさだめ～            （三上 延） 

図書の貸し出し 
について 

 
※ 本は一人３冊まで借りれます。

※ 貸し出し期間は２週間です。 

※ 本を借りられる時は、貸出票を

必ずご記入下さい。 
 
次に借りる人のために、 
マナーをお守り下さい！ 

参加費無料 

申し込みは、 
３月９日（月）
９時から受け付
けさせていただ
きます。 
定員になり次第
締め切ります。

平成２６年度 難聴者・中途失聴者教室 

ひとりで悩まないで！ ひろげよう コミュニケーションの 
 

普段の生活の中で聞こえにくさやコミュニケーションに困っていませんか。聞こえは補聴器ですべて解

決できるものではありません。耳や補聴器のこと、聞こえにくさを補う方法を知り、自分らしく生きる

ための一歩を踏み出しませんか。 
  

平成２７年 ３月 ８日（日）午後１：３０～３：３０ 
認定補聴器技能者 山田 幸 氏 

「補聴器はどこで相談したらいい？―どこで買っても同じじゃないよ－｣ 
 

平成２７年 ３月 ２１日（土）午後１：３０～３：３０ 
（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 要約筆記部副部長 

三重県難聴・中途失聴者協会 副会長  藤谷 弘晃 氏 

「自分の聴こえやコミュニケーションを上手に説明しましょう！  

―便利な筆談グッズ、筆談アプリも紹介―」 

・・・・・・・いずれも四日市市総合会館で行われます。・・・・・・・ 

 
※市内在住の難聴者・中途失聴者の方及び家族、難聴・中途失聴について関心のある方が対象です。 

※下記申込先に２月２６日(木)までに電話、FAX、メールにて申込をお願いします。（定員30名） 

※要約筆記(筆記通訳)など聞こえを補う準備をしておりますので、安心してお越しください。 
 
問合せ／申込 四日市市社会福祉協議会 四日市市障害者福祉センター  担当：木村・岩崎 

四日市市諏訪町２番２号（四日市市総合会館３階） TEL：０５９－３５４－８２７５ 

FAX：０５９－３５４－８４２６   E-mail：y-with@m3.cty-net.ne.jp 
 



３月のあそぶ会  保々幼稚園  ☎３３９－０１６８ 
４（水）・６（金）・１３（金）・１８（水） １０：００～１１：３０ 
☆ ３月少しずつ暖かくなってきますね。 
園庭での遊びが気持ちよくなる季節です。 

☆ １３日（金）は、お誕生会をしましょう。 
☆ ５日（木）と１２日（木）は、『来入児の日』です。来入児の方は、お弁当を持って
きていただいてもいいですよ。親子で楽しく食べましょう。 

 

３月のあそぼう会  保々保育園  ☎３３９－０９１９ 
５・１２・１９日 木よう日 １０：００～１２：００ 

☆ １９日 … 看護師による身体測定をします。 

☆ 今年度のあそぼう会は、１９日で終了となります。 

１年間参加していただき、ありがとうございました。 

来年度は４月９日より始まります。 

ご近所、誘いあって出かけて下さい。お待ちしていますね。 

 
 
  

３月の自動車文庫 
【6日（金）】               【18日（水）】   
人権プラザ小牧     10:10 ～ 10:40    中野町稲葉池   14:30 ～ 15:00  

市 場 町      10:50 ～ 11:20 

西村町営農センター 13:40 ～ 14:10 

高 見 台         14:20 ～ 15:00 

  春の火災予防運動 ３月１日（日）～７日（土） 
  『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』 

 
■平成 26 年中の火災について 
 平成 26 年中に四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 111件で、平成 25 年中の 94件と 
比べ 17件増加し、住宅を含む建物火災は 62件で、4件増加しました。 
火災の原因は、放火（放火の疑いを含む）が最も多く、次いで、たき火、こんろ、たばこと 
続いています。 
■火災を防止するためには 
放火 
① 家の周りには、燃えやすいものを置かない。 
② ゴミは収集日の朝に出す。 
たき火 
① 落ち葉や草などは燃やさず「もやすごみ」としてごみ収集日に出す。 
② たき火は乾燥注意報などが出ているときや、風の強いときはしない。 
③ たき火をするときは水バケツ、消火器などによる消火の準備をし、最後は完全に火が消えた 
ことを確認する。 

こんろ 
① こんろのそばを離れるときは、必ず火を消す。 
② こんろやその周囲はキレイに清掃する。 
たばこ 
① 寝たばこは絶対にしない。 
② たばこのポイ捨てはしない。 
③ 灰皿はこまめに清掃し、吸殻をためない。 

■問い合わせ 消防本部予防保安課(☎356-2010) 

身近な文化遺産であるスダジイを紹介いたします。 

大樹寺（市場町1005番地）の庭にたたずむスダジイ（シイの木）は、推定樹齢300年、

樹高は約２０ｍ、根元から分岐した日本の幹を合わせた幹周は約６ｍあります。このスダジイ

は、三重県の巨木百選にも選ばれ、地域の大切な文化遺産です。 

しかし近年、周囲は竹や雑木におびやかされ、枯死の危機に瀕しています。 

２１世紀は「環境の世紀」であり「森林の世紀」ともいわれ、美しい地球を守っていくため

に、健全な森林・緑を守り育て、次世代に引継いでいくのが私たちの使命であります。 

 この貴重な文化遺産を大切に守り育てるために、保々地区弐千年会では、毎年２回スダジイ

周辺の雑木や竹の刈り取り、庭の清掃などを行っています。 

 今回このスダジイが３００年を生き抜いた生命力に感謝し、森林と 

緑への関心および理解を深めていただきたいと願い 

「注連縄(しめなわ)」【（小牧町 広田隆紀さん寄進】 

を取り付けました。 

 大樹寺付近を通られましたら、ぜひお立ち寄り 

下さい。 
 

   【保々地区弐千年会 有志代表 國保佐助】 大樹寺のスダジイ 

 
 

 
アナログ電波からデジタル電波の更新に伴い、防災行政無線工事を行います。 
下記期間中に保々地区市民センターの工事を行いますので、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。 

平成２７年３月１６日(月)～３月１８日(水)の３日間 
工事期間中は、市民センター駐車場、東側道路を一部規制させていた 

だきます。悪天候のため工事を中止した場合は、順延となります。 

第３０回四日市市北部ブロック駅伝大会 
保々地区より２チーム出場します！ 

日 時：平成２７年３月８日（日） 
  午前９時３０分 開会式 （小雨決行） 午前１０時 スタート 

会 場：富双緑地公園（園内コース１０区間 １５.４km） 

主 催：四日市市スポーツ推進委員協議会北部ブロック 

共 催：四日市市北部ブロック連合自治会 

   北部ブロック各地区社会福祉協議会 

   四日市市北部ブロック各地区市民センター 

北部ﾌﾞﾛｯｸ各地区体育委員会・ｽﾎﾟｰﾂ委員会・保健体育部・保健体育推進委員会 

応援よろしく 

お願いします！


