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    料理初心者の方、大歓迎！この機会にチャレンジしてみませんか？ 

日 時：10 月２９日（土）午前１０時～ 

場 所：保々地区市民センター ２階 料理室 

献 立：当日のお楽しみ！ 

定 員：１２人 

材料費：６００円（当日集めさせていただきます） 

持ち物：エプロン、三角巾（スカーフ・てぬぐい）、ふきん、台ふき 

担 当：保々ヘルスメイト（地域で活動している食のボランティアです） 

申込み先：保々地区市民センター ☎３３９－０００１ 

 

申し込み締切り 

10 月２０日(木) 

 
  

 

遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に無

料で応じます。 
 
■日時及び場所：第１回 １０月１日（土） １０：００～１６：００ 

ララスクエア四日市（アピタ四日市店） １階「徳兵衛」店横 

第２回 １０月１６日（日）１０：００～１６：００ 

イオン四日市尾平店 １階 エスカレーター横 
■料  金 無料。 

■申  込 予約不要。直接会場へお出かけください。(会場へのお問い合わせはご遠慮ください) 

■その他 毎月１・３火曜日（祝・休日を除く）の 13:00～16:00 に、市役所１階の市民相談コーナ

ーで行政書士相談を行っています。 

但し予約制で、相談をご希望の方は、平日 9:00～12:00、13:00～16:00 に電話

（354-8153）か面談（市民相談コーナー）が必要です。 
 

問合せ先：三重県行政書士会四日市支部 山本（090-4086-4545） 

市民・消費生活相談室（354-8147） 

行 政 書 士 に よ る 無 料 相 談 会 
 

 

 

 
 
「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。 

 第５回を記念して、四日市市観光大使の三味線ロックユニット「KUNI-KEN」による特
別演奏もあります。 

 

日 時 １０月１６日（日） 

13:00 開演（12:20 開場）  

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。） 

 

※入場整理券を 9 月 21 日(水)から配布します。（お一人につき 4 枚まで） 

※配布場所は、文化振興課、文化会館、あさけプラザ、各地区市民センター、男女共同 

参画センターです。 

※往復はがきでの申し込みもできます。（はがき 1 枚につき 4 人まで）10 月 5 日(必着) 

までに「往復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し、 

(1)郵便番号(2)住所(3)名前（グループの場合は代表者名）(4)電話番号 

(5)希望枚数（はがき 1 枚につき 4 人まで）を記入のうえ、 

〒510-8601 四日市市 文化振興課 までお送りください。 

なお、申し込み期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）をお出し 

できない場合がありますのでご了承ください。 
 

詳しくは文化振興課（電話 ３５４－８２３９）へお問い合わせください。 

 
「グランドゴルフ教室」開催のお知らせ！ 

日 時：平成 28 年10 月2 日（日）午前 9：00 ～ 11：00 ぐらい 

場 所：保々小学校 グラウンド（雨天の時は、保々小学校 体育館） 

内 容：一級指導員による、ルールの講習、ゲーム 

（雨天の時は、ルールの講習、模擬練習） 

【問い合せ・申し込み先】保々地区団体事務局 ☏３３９－３１３０ 
            

主催 保々地区体育委員会 

初心者の方も、ぜひ この機会に参加してみませんか⁉ 

道具のない方も大丈夫！こちらで用意しています。 

http://hobo.main.jp/


 

１０月の自動車文庫 

【７日（金）】                【２０日（木）】                                                          

人権プラザ小牧     １０：１０～１０：４０  中野町稲葉  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 

 

    

 

１０月のあそぶ会  保々幼稚園  ☎３３９－０１６８ 
１０：００～１１：３０ 

５日（水）          
 ７日（金）身体測定 
１４日（金）えほんのよみきかせ 
１９日（水） 
２１日（金） 
２８日（金）誕生会 
 

☆１日（土）は、運動会です。（雨天順延）小さいお子さんの競技もあります。 

ぜひ、ご参加下さい。待ってます!! 
 

１０月のあそぼう会  保々保育園  ☎３３９－０９１９ 

１３・２０・２７日 木よう日 １０：００～１２：００ 

☆２７日 … 看護師さんに身体測定をしていただきます。 

             ☆10 月８日（土）は、運動会があります。 

小さい子の競技もありますので、ご参加ください。 

雨天の場合は、保々小学校 体育館で行ないます。 

   

 

暑かった夏も遠ざかり、虫たちのハーモニーが、秋を感じさせてくれるようになりました。 

今年も、民生委員・児童委員が心を込めて「松茸ごはん」をご用意し、皆様をお待ちしております。 

 今回も保々幼稚園と保々保育園の子ども達の元気いっぱいの歌や遊戯をはじめ、盛りだくさんのイ

ベントをご用意しています。また、朝明高校ふくし科の生徒の皆さんがお手伝いをしてくれます。 

 ゆっくりとお楽しみ下さい。 

主催：保々地区民生委員児童委員協議会 

 

 

日 時：平成２８年10 月24 日（月） 

午前 11時 30分～午後 3時 

場 所：保々ふれあい会館 

内 容：＊保々幼稚園・保々保育園の遊戯 

＊マジックショー 

＊民生委員さんによるダンス 

＊ビンゴゲーム 

＊昼食（松茸ごはん・お吸い物・漬物） 

参加を希望さ

れる方は、 

各地区の 

民生委員まで

ご連絡くださ

い。 

 

平成２８年８月２８日（日）「保々地区人権まちづくり講座」第１弾が、保々ふれあい会館に

於いて開催されました。 

講師には、テレビ・ラジオなどで活躍されている“矢野きよ実さん”をお招きし、『あなたが

いるから生きていける』と題し、名古屋弁による軽快なトークで講演していただきました。 

関係者の皆さん、準備運営お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 
 

暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴力巡回無料法律相談」が開催されます。 

暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的な相談を取り扱 

うセンター相談委員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。 

相談は無料で、秘密は厳守致しますので、気軽にお立ち寄りください。 
 

◆開 催 日 平成 28年 10月 24日(月)午後１時から午後４時までの間  
 

◆開催場所 四日市市諏訪町 2番 2号 四日市市総合会館 7階 第 2研修室 
 
【主   催】   暴力追放三重県民センター 

【協   力】   暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内） 

【お問い合わせ】暴力追放三重県民センター   0120－31－8930 

       三重県警察本部組織犯罪対策課 059－222－0110 

       三重県四日市南警察署     059－355－0110 

 



 平成２９年度一般財団法人自治総合センターによる 
コミュニティ助成事業の募集 

 
 一般財団法人自治総合センターでは宝くじ収入を財源に、コミュニティの健全な発展を図るため、

コミュニティ活動に対し助成を行っています。 

 平成２９年度の助成を希望するコミュニティ組織（自治会など）は、地区市民センターまでご連

絡ください。 
 

●助成対象団体 

 コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体。ただし、地域に密着した

団体であっても、特定の目的で活動する団体は対象外。また宗教団体、営利団体、地域に密着して

いるとは言いがたい団体等についても対象外）・自主防災組織 
 

●募集する事業 

事業種類 内  容 助成金 

①一般コミュニティ助成事業 

コミュニティ活動に直接必要な設備等

の整備に要する経費 

祭り用品、集会施設の備品などの購入 

１００万円～２５０万円 

②コミュニティセンター助成事業 集会施設の建設、大規模修繕 
総事業費の５分の３以内 

１，５００万円上限 

③青少年健全育成助成事業 
主として親子で参加するスポーツ・レク

リエーション活動、文化・学習事業など 
３０万円～１００万円 

④地域防災組織育成助成事業 
自主防災組織等が防災活動のため整

備する資機材などの購入 
３０万円～２００万円 

 

●募集期間（書類提出期限） 

 ①②③については平成２８年１０月４日（火）１７時１５分までに市民生活課にご提出ください。 

 ④については平成２８年１０月４日（火）１７時１５分までに危機管理室にご提出ください。 
 

●その他   

※ 助成する事業の採択は一般財団法人自治総合センターが決定します。申請すれば必ず採択され

るものではありませんので、予めご了承ください。   

※ 助成決定は平成２９年４月頃の予定   

※ 制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。  

   http://www.jichi-sogo.jp/ 

 

図書室に新しい本が入りました 
（１０月３日(月)より貸出し開始します） 

 
すくすく子育てサロンにて開催される「劇団うりんこ人形劇」 

（11 月 8 日（火））の演目の基となる絵本を購入しました。 

是非お読み下さい！ 

☆ ともだちや                   （内田 麟太郎） 

☆ ともだちごっこ               （内田 麟太郎） 

☆ あいつもともだち             （内田 麟太郎） 

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！ 

 
  
 
  
 
   

    認知症予防のための食生活の話を聞いた後、楽しく運動をしませんか？ 

    “おすすめの常備菜”の試食もあります。ぜひご参加ください。 

    食生活については「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」が 

    運動については「ヘルスリーダー」が担当します。 
 

日にち：１０月１９日（水曜日） 

時 間：１０：００～１１：３０ 

会 場：保々地区市民センター ２階 会議室 

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：タオル、お茶、運動しやすい服装、筆記用具 
 

【お問い合わせ先】四日市市健康づくり課 ☏３５４－８２９１ 

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内 
 

 
 
 
 
 
 

 

これからの地域づくりに参考となる講座を下記のとおり開催します！ 

地区や団体等の役員さん、これからの地域づくりに関心のある方はふるってご参加ください。 

特に女性や若い方の参加も大歓迎です！身近な人とのより良い関係づくりにもきっと役立ちます。 

みなさんお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。 
 

【内 容】保々地区地域づくりマイスター養成講座 全２回 

   ＜第１回＞ １０月２０日（木）午後７時から９時まで 

   「地域社会と住民自治」講師 四日市大学 副学長 岩崎 恭典 氏 

   ＜第２回＞ １０月２７日（木）午後７時から９時まで 

   「コミュニケーション演習 ～米国ロングビーチ市の 

地域リーダーシッププログラムの手法を参考に～」 

 講師 四日市市自治会連合会 会長 小川 泰雪 氏ほか 

【場 所】保々地区市民センター ２階 会議室 

【申込み・参加料】不 要 

【問合せ】保々地区市民センター 

（℡ ３３９－０００１） 

四日市市役所 市民協働安全課 

（℡ ３５４－８１７９） 

 

 

http://www.jichi-sogo.jp/


  
 
 

市民課(℡354-8152 Fax359-0282) 

◆通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて 

通知カード、マイナンバーカードのお受け取りはお済みですか。受け取っていただいていない 

と、各種手続きでマイナンバーの提示を求められた際に不都合が生じる場合があります。お受け 

取りいただいていない場合は、市民課までご連絡ください。 

◆マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて 

紛失した場合には、直ちに警察・交番まで届け出をしてください。あわせて、マイナンバー 

カードコールセンターに連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。 

マイナンバーカードコールセンター  ０５７０－７８３－５７８（有料） 

                     ０１２０―６０１－７８５（ＦＡＸ） 

なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので、市民課へもご連絡ください。 

✿特設人権相談の実施案内✿ 
ひとりで悩んでいませんか。人権擁護委員にご相談ください。予約の必要はありませんので 

お気軽にお越しください。 
 

✿日 に ち：平成２８年１０月２日(日) 

✿時  間：１０：００～１１：３０，１３：３０～１５：３０ 

✿場  所：近鉄四日市駅 市民窓口サービスセンター内 

✿問合せ先：人権センター（TEL ３５４－８６０９・FAX ３５４－８６１１） 

さんかくカレッジ２０１６ 市民企画講座 
 

 

 

『子育てママのための人生設計 
～なりたい自分になる～』 

  
今のライフステージから、これからのなりたい自分を思い描きます。子育てと仕事を両立してい

る先輩ママの話を聞いたり、悩みや夢をママ同士で話しませんか？３回連続講座です。 
 

第１回 11/10(木)「子育てと仕事、両立できる？」子育てと仕事の両立体験談とグループワーク 

第２回 11/24(木)「夢を描こう！」子育てと仕事の両立体験談とグループワーク 

第３回 12/1(木)「私の人生設計」グループワークと交流会 
 

対 象 市内在住、または通勤・通学し全３回参加できる女性   

場 所 本町プラザ５階 第３会議室    

時 間 いずれも 10:00～12:00  

定 員 30 名(先着順)   

参加費 全３回通しで 1,000 円 

講 師 伊藤登代子さん(株式会社キャリア・プレイス代表取締役、キャリアアドバイザー) 

その他 託児有(６カ月～未就学児まで、無料ですが 10/28(金)までに要事前申込み) 

申込み 9/23(金)9:00 以降に講座名・参加者名・住所・電話番号・託児希望の場合は預ける子の 

名前と年齢を電話か FAX、またはＥメールで「はもりあ四日市」まで 

電話 354-8331 FAX354-8339 ✉kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

『息子の介護の時代 』 
  

仕事との折り合いや不慣れな家事など困難がいっぱいの「息子の介護」を学び考えます。 

3 回連続講座です。 
 

第１回 11/12(土) 息子の介護が増える「理由(わけ)」 

第２回 12/10(土) 息子の介護の「むつかしさ」 

第３回 1/21(土) ワークショップ「息子の介護」と「私たちが考える公助・共助・互助」 
 

対 象 市内在住、または通勤・通学し全 3 回参加できる方 

場 所 本町プラザ２階 第 1 会議室    

 時 間 いずれも 13:30～15:30   

 定 員 30 名(先着順)      

参加費 全 3 回通しで 500 円   

講 師 斎藤真緒さん(立命館大学 准教授)  

その他 託児有(６カ月～小学 3 年生程度、無料ですが 10/28(金)までに要事前申込み) 

申込み 9/23(金)9:00 以降に講座名・参加者名・住所・電話番号・託児希望の場合は預ける子の 

名前と年齢を電話か FAX、またはＥメールで「はもりあ四日市」まで 

電話 354-8331 FAX354-8339 ✉kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

生活排水対策キャンペーン 

生活排水相談会のご案内 
公共下水道や浄化槽の維持管理など、生活排水についての相談会を開催します。 

ぜひ、この機会にお気軽にご相談ください。 

第１回 第２回 

日時 
９月２５日（日） 

午前９時～午後６時 
日時 

１０月２日（日） 

午前９時～午後５時 

場所 
イオンモール四日市北 

１階中央通路 
場所 

イオン四日市尾平店１階 

中央エスカレーター横 
 

【催し】こにゅうどうくんとのじゃんけん大会♪ 

バルーンアートや粗品をプレゼント♪ 

顕微鏡で微生物を見てみよう♪ 

下水道普及促進ポスターコンクール優秀作品を展示♪ 

ウォーターくんも遊びにくるよ♪ 

ぜひみなさまでお立ち寄りください。 
 

主催：四日市市上下水道局生活排水課 共催：公益財団法人 三重県下水道公社 
 

【お問い合わせ】四日市市上下水道局 生活排水課 水洗化普及係 ☎０５９－３５４－８２２１ 

 



 

 点訳・音訳基礎講座のご案内 
 

１．日時   11 月 5 日、12 日、19 日（いずれも土曜日、3 日間で 1 コース） 

◎点訳基礎講座…10 時 00 分～12 時 00 分 

◎音訳基礎講座…13 時 30 分～15 時 30 分 

☆午前だけ、午後だけ、両方受講いずれも可 

２．対象   15 歳以上の人 

３．場所   四日市市立図書館 3 階 会議室 

４．定員   各 20 人（応募多数の場合は抽選） 

５．受講料  無料 

６．内容   図書館での障害者サービスの基本的な考え方や、それぞれの図書製作の具体的なノウ

ハウ（点字の仕組み・点字技術など、呼吸法・発声・読み方など）を学びます。 

７．申込方法 10 月 20 日までに、希望講座名（両方受講も可）、住所、名前（フリガナ）、年齢、

電話番号を、はがき、ファクス、メール、または窓口へ直接お申込みください。 

◇問い合わせ先 図書館 〒510－0821 四日市市久保田一丁目 2－42 

            Tel 352-5108  fax 352-9897  ﾒｰﾙ：yontenji@arion.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手を出さない。目を合わせない。 
 

・大声を出したり、必要以上に怖がらない。 

（冷静に行動して、サルを興奮させないようにしてください。） 
 

・エサを与えない。エサになるようなものを外に置かない。 

（町内に住み着く原因になります。） 

※収穫しない果樹・野菜や、ペットフードの食べ残しもサルのエサになるので、注意し 

てください。 
 

・状況によっては、動物追い払い専用花火等を活用する。 

（動物追い払い専用花火（動物駆逐用煙火Ｔ－３）を保々地区市民センターにて無料配 

布しています。この花火を使用するには、花火の製造メーカーが主催する使用講習会を 

受講していただく必要があります。） 
 

・サルを見つけた場合、下記連絡先までご連絡ください。 
 

【連絡先】 

四日市市役所 環境保全課       ＴＥＬ３５４－８１８８ 

農水振興課       ＴＥＬ３５４－８１８２ 

          保々地区市民センター  ＴＥＬ３３９－０００１ 

四日市西警察 生活安全課       ＴＥＬ３９４－０１１０ 

       保々駐在所       ＴＥＬ３３９－０００５ 

 

最近、野生のニホンザルが保々地区で目撃されています。 

人へ危害を加える可能性もありますので、以下のことに注意して行動してください。 

 

東海ラジオで四日市市の番組がスタートします！ 
２０１６年１０月２日 から毎週日曜日 １２：００～１５：００放送予定 

 

源石和輝 音楽博覧会 

「四日市あすなろう鉄道館」 
 

放送期間：２０１６年１０月２日 ～ ２０１７年３月１２日 

放 送 枠：毎週日曜日 １４時１０分頃から１４時３０分頃 
 

鉄道大好き源石和輝アナウンサーと四日市市職員が「四日市あすなろう鉄道」を中心に

四日市の魅力をお伝えします。是非、お聴きください！ 

東海ラジオ AM 1332 kHz FM 92.9MHz 

 

 

 

 

 

リオパラリンピックの選手の皆さん、とても輝いていますね！ 

2020 年には東京でパラリンピックが、2021 年には三重県で国体、全国障害者スポーツ大会が開

催されます。四日市でも、大会を目指して日々練習に励んでいる方々があります。今、できることから

応援をしよう！と「障害者スポーツボランティア講座」を開催します。ぜひ、ご参加ください。 
 

１．日 時 ①10月 30日(日)  ②11月 27日(日)  いずれも 9:30～15:30（昼休憩あり） 

２．場 所 ヘルスプラザ（塩浜町） 軽運動室、会議室等 

３．内 容 ①講義：障害者スポーツとは、障害とは、等  

実技：ボッチャ体験、競技者との交流  

②講義：ボランティアとは、ボランティア実践者から、等  

実技：サウンドテーブルテニス体験、競技者との交流 

４．講 師  日本福祉大学教授 藤田紀
も と

昭
あき

氏 他 

５．定 員  30名（応募多数の場合は抽選） 

６．参加費 無料 

７．申し込みおよび問い合わせ先 

10/20 (木)までに 名前、住所、電話番号、ボランティア活動経験の有無を下記へ。 

   四日市市社会福祉協議会地域福祉課ボランティアセンター 

    TEL  ０５９－３５４－８１４４    FAX  ０５９－３５４－６４８６ 

    E-mail y-vc@m3.cty-net.ne.jp 

８．その他    締切後、ご案内を送付します。 

mailto:y-vc@m3.cty-net.ne.jp

