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保々地区市民センター
電話 339‐0001

保々地区団体事務局
電話 339‐3130
保々地区ホームページ

http://hobo.main.jp/

四日市市では、人々の健康増進と新しい活力の創造を目指して、ウォーキングを実施
します。ウォーキングを楽しみ、四日市市を元気にしましょう！
ぜひ、ご参加ください。

時：平成３０年１１月１１日（日）
９：００～１２：００
集合場所：北勢中央公園西駐車場
日

受

付：午前８時３０分～ （９時００分出発）

参 加 費：５００円／１人
傷害保険料を含む
申込み先：保々ふれあいスポーツクラブ（保々地区団体事務局内）
☎３３９-３１３０

※参加費は当日徴収します。

秋 の 里 山 で 健 康 ウ ォ ー キ ン グ ！
自然豊かな里山などを散策します。
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○約６㎞（２時間半～３時間【休憩３０分含む】）のコースです。
○コース地図は当日配布いたします。
○お茶、お菓子、軽食、参加賞が付いています。
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バドミントン ふれあいスポーツ教室!!
誰でも一度はやったことにあるバドミントン。
一緒にゲームを楽しんでみませんか！
日 時：１１月６日（火）・９日（金） 両日とも１９：００～２１：００
場 所：保々小学校 体育館
対 象：小学生以上の男女（子ども連れ OK。ただし託児はありません）
持ち物：体育館シューズ・ラケット（無い方には貸し出しします）・タオル
水分補給のお茶など
参加費：無料
問合せ先：保々ふれあいスポーツクラブ事務局（保々地区団体事務局内）
☏３３９－３１３０
＊申し込みは不要です。当日、運動のできる服装で小学校体育館へお越しください

第８５回
すくすく子育てサロンの様子
９月１１日（火）すくすく子育てサロンが開催され、
日本赤十字社 富内先生の指導を受けながら、子どもの緊急時の応急処
置を学習しました。今回は防災月間中という事で、炊き出しのおにぎり
を用意し、学習会終了後、みんなで試食しました。
次回のすくすく子育てサロンは、
平成３１年１月８日（火）です。
詳細は、センターだより１２月
下旬号回覧（Ａ４版）をご覧下さい。

９月９日（日）保々地区の各町内で防災訓練、地区全体で情報伝達訓練が行われ、その後、
ふれあい会館では、防災に関する講演会が開催されました。
いつ発生するかわからない災害に備え、防災について考える一日となりました。

◆地域ボランティア活動の紹介（弐千年会）
９月１１日（火）自治会長ＯＢ有志『保々地区弐千年会』の皆さんに、城下橋周辺、横
手橋、大樹寺、殖栗連の墓など数ヶ所の貴重な遺跡などの草刈り及び清掃作業をしていた
だきました。ありがとうございます。

９月１７日（月・祝）保々ふれあい会館において、平成３０年度保々地区敬老慰安会が
開催されました。米寿の方が１４人、総勢１３４人の方にご参加いただきました。
みなさん、これからもお身体を大切にして、お元気でお過ごしください。
前日の準備から当日の運営まで、ご協力いただいた関係者のみなさん、お疲れ様でした。

くるべ古代歴史館企画展
「くるべのお屋敷？

大矢知山畑遺跡展」のお知らせ

四日市市教育委員会社会教育課 くるべ古代歴史館
[☎365-2277 FAX365-2288] ✉kurube@city.yokkaichi.mie.jp

くるべ古代歴史館（久留倍官衙遺跡ガイダンス施設）では、久留倍遺跡に隣接する大
矢知山畑遺跡の展示をおこなっています。大矢知町に存在した、平安時代の有力者が暮
らしていた可能性のある遺跡です。
展示解説会も実施しますので、ぜひご来館ください。
１． 開催期間

２．開催場所
３．展示解説

９月５日（水）～１１月１８日（日）午前９時から午後５時
月・火曜日休館（休日の場合は翌日）
臨時休館 １０月１０日（水）・２４日（水）、１１月７日（水）
くるべ古代歴史館（大矢知町 2323-1）学習展示室 企画展示コーナー
１０月７日・２１日、１１月４日。いずれも日曜日午後２時から

平成２８年度から乾電池・水銀体温計は地域の集積場に出せるよ
うになりました。これにともない、地区市民センターでは、乾電池・
水銀体温計の置き場を撤去いたしました。
乾電池・水銀体温計は、２週間に１回の資源物の収集日
にお出しください。
★ボタン電池は両側にビニールテープを貼る等して絶縁してください。
★透明または半透明の袋に入れて「乾電池・水銀体温計」と表記してください。
★ボタン電池・充電式電池はできるだけ販売店等の回収ボックスをご利用ください。
★水銀血圧計は集積場に出せません。

平成３０年度看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！
潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供でき
るように、または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされ
たい方に対して研修を開催いたします。
○開催期間・受付期間
＜第１回＞

の募集は終了いたしました

＜第２回＞
平成３０年１１月 1 日（木）、８日（木）、１５日（木）、２２日（木）２９日（木）
１２月６日（木）
【受付期間 平成３０年１０月１９日（金）まで】
＜第３回＞
平成３１年１月１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）、３１日（木）
２月７日（木）、１４日（木）【受付期間 平成３０年１２月２１日（金）まで】
※各回とも同じ内容で実施いたします。（研修内容はプログラムを参照）
○開催場所
四日市看護医療大学（四日市市萱生町１２００番地）
※ただし、実習については、実習受入先での受講となります。
○受講資格
以下の要件を満たす方を対象とします。
１．
２．
３．
４．

再就業を希望する潜在看護師
訪問看護に興味のある現役看護師
訪問看護師になりたい方
全日程参加できる方（※全日程参加が難しい方は、健康福祉課でご相談に応じ
ますので、下記「問い合わせ先」までご連絡願います）

○受講生
○問い合せ先
【四日市市

各１０名まで（応募多数の場合は、抽選とさせていただきます）

健康福祉課

企画係（０５９－３５４－８２８１）
担当

栗田・魚見】

平成 30 年度 看護職向け在宅看護研修（初級コース）プログラム
(第２回）
講習内容
日時
11/1
（木）

12:30

午後（13：00～14：30）

テオ
ーリ
シエ
ョン
ン

訪問看護概論①
四日市市における地域医療の取り組み
講師：社会福祉法人富田浜福祉会
理事長 鈴木 廣子氏
訪問看護概論①
訪問看護をめぐる諸制度(含む介護保険制
度)
講師：ときわ訪問看護ステーション
管理者 永田 三津子氏
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、 高田 真澄氏

11/8
（木）

11/15
（木）

在宅ケアシステム論
社会資源
講師：四日市市役所

11/22
（木）

訪問看護技術⑤
医療安全（感染予防）
講師：市立四日市病院
感染管理・認定看護師 奥村 恵美子氏

11/29
（木）
12/6

日時
11/1
（木）

11/8
（木）

11/15
（木）
11/22
（木）
11/29
（木）

午後（14:40～16：10）
訪問看護概論①
訪問看護の役割・機能・特性
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
管理者・訪問看護認定看護師 松下 容子氏
訪問看護対象論②
訪問看護の対象となる在宅療養者(利用者の特性)
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
訪問看護 認定看護師 東川 亜依子氏
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、 高田 真澄氏
訪問看護技術⑤
訪問看護師に必要な人間関係基礎技術
講師：有限会社 だいち
代表 福本 美津子氏
訪問看護技術⑤
医療安全（医療事故、倫理も含む）
講師：訪問看護浜っこステーション
管理者：中田 美奈子 氏

訪問看護ステーション見学（9：00～15：00）

（木）

15:00～まとめ

(第３回）
講習内容
日時
1/10
（木）

1/17
（木）

1/24
（木）
1/31
（木）
2/7
（木）
2/14
（木）

12:30

テ
ー
シ
ョ
ン

午後（13：00～14：30）

訪問看護概論①
オ 四日市市における地域医療の取り組み
リ 講師：社会福祉法人富田浜福祉会
エ
理事長 鈴木 廣子氏
ン
訪問看護概論①
訪問看護をめぐる諸制度(含む介護保険制
度)
講師：ときわ訪問看護ステーション
管理者 永田 三津子氏
在宅ケアシステム論
社会資源
講師：四日市市役所
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、 高田 真澄氏
訪問看護技術⑤
医療安全（感染予防）
講師：市立四日市病院
感染管理・認定看護師 奥村 恵美子氏

日時

午後（14:40～16：10）

1/10

訪問看護概論①
訪問看護の役割・機能・特性
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
管理者・訪問看護認定看護師 松下 容子氏

（木）

1/17
（木）

1/24
（木）

1/31
（木）

2/7
（木）

訪問看護対象論②
訪問看護の対象となる在宅療養者(利用者の特性)
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
訪問看護認定看護師 東川 亜依子氏
訪問看護技術⑤
訪問看護師に必要な人間関係基礎技術
講師：有限会社 だいち
代表 福本 美津子氏
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、 高田 真澄氏
訪問看護技術⑤
医療安全（医療事故、倫理も含む）
講師：訪問看護浜っこステーション
管理者：中田 美奈子氏

訪問看護ステーション見学（9：00～15：00）

15:00～まとめ

行政相談週間

平成３０年１０月１５日(月)～２１日(日)

困ったら

一人で悩まず

行政相談

「行政相談」ってご存じですか？
「行政相談」とは、国やＮＴＴなどの特殊法人等の仕事について、みなさんから苦情や
意見、要望をお聞きし、その解決の促進を図る制度です。
総務省では、この行政相談制度をみなさんにもっとよく知っていただき、利用していた
だくため、１０月１５日（月）から２１日（日）までの一週間を「行政相談週間」として、
全国的にいろいろな行事を行います。
この週間にちなんで、当市でも、次のとおり「行政相談所」を開設します。
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（下記参照）。
と
き
１０月１６日（火）
午後１時～４時
と こ ろ
下野地区市民センター １階和室
（※下野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）
なお、当日ご都合の悪い方は、次のところで行政相談に応じていますので、ご利用くだ
さい。
〒 ５１４－００３３ 津市丸之内２６－８ 津合同庁舎３階
総務省 三重行政監視行政相談センター 行政監視行政相談課
おこまりなら まるまる くじょー ひゃくとおばん

０５７０－０９０１１０
平日８：３０～１７：１５
（注）１ 土・日・祝日・上記以外の時間帯は留守番電話で対応します。
２ PHS、IP 電話などをご利用の場合は０５９－２２７－１１００
３

ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいて
います。

市民税・県民税
（第 3 期分）

納期限は 10

月 31 日(水)です

＜さわやか歯科検診＞
期

間

対 象 者

平成 ３０年 ８月 １日（水） ～ １１月３０日（金）
昭和 ２３年・３３年・４３年・５３年生まれの人
（対象者には、７月下旬ごろに個人通知しております）

費

用

５００円
（受診日に四日市市国民健康保険に加入している人、
生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料）

～歯周病は全身の健康にさまざまな影響を及ぼす病気です。
この機会にぜひ検診を受けましょう。～
問い合わせ先
ＴＥＬ

川向山添遺跡

健康づくり課

０５９－３５４－８２８２

ＦＡＸ

。
-古墳時代のムラの跡-

０５９－３５３－６３８５

発掘調査（第２次）

の現地説明会を開催します
一般国道１号北勢バイパスの建設に伴って実施しております川向山添遺跡の発掘調査につきま
実施期間内に委託医療機関にて検診をお受け下さい。
して、現地説明会を開催します。古墳時代の竪穴式住居跡や出土した土器を実際に見ることができ
る貴重な機会です。ぜひご見学下さい。
開催日：平成 30 年 10 月 13 日（土）
【小雨実施・荒天中止】
開始時間：午後 1 時 （１時間程度）
場 所：西坂部町 川向山添遺跡
（江田橋西交差点より県道 616 号を
西に約 200ｍ (駐車場は台数に限りが
あるため公共交通機関でお越し下さい）
主 催：四日市市教育委員会
問い合わせ先：社会教育課
℡059-354-8240

四日市市立博物館

開館 25 周年記念特別展

2018 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
開催中～10 月 28 日（日）
イタリア・ボローニャで 1964 年から続く児童書専門
の見本市「ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア」
では、毎年絵本原画のコンクールが行われ、イラストレ
ーターたちの登竜門になっています。今年のコンクール
には約 70 か国から 3,053 作品の応募があり、日本人 10
人を含む 25 か国 77 人（組）が入選しました。四日市市
立博物館では、入選作品全 385 点を展示します。
開館時間

9 時 30 分～17 時（入場は 16 時 30 分まで）

休館日
観覧料

月曜日（祝休日の場合は翌平日）
一般 700 円、高大生 500 円、中学生以下無料

大越順子（日本）
「チーズ大作戦」

四日市市立博物館・プラネタリウム
〒510-0075
三重県四日市市安島一丁目 3 番 16 号
TEL 059-355-2700（代）

【民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について】
三重県暴力団排除条例では、「暴力団を恐れない」、「暴力団に金を出さない」、「暴力団
を利用しない」ことを基本理念に、暴力団を孤立化させる施策が整備されていますが、こ
の度、公益財団法人暴力追放三重県民センターでは、三重県警察や三重弁護士会民事介入
暴力対策委員会と協力し、暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどに対処するための「民
事介入暴力巡回無料法律相談」を行います。
この相談では、暴力団に関する問題を専門的に取り扱う相談委員をはじめ、警察官や弁
護士が直接皆様から相談をお聞きします。
暴力団からの不当な要求に泣き寝入りせず、勇気をもってご相談ください。
なお、巡回無料法律相談は
平成 30 年 10 月 26 日(金) 午後１時から午後４時までの間
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
にて行います。相談は無料で、秘密は厳守致します。
【主催】
【協力】
詳しくは

暴力追放三重県民センター
暴力追放三泗地区市町民会議（事務局：四日市市役所市民協働安全課）
暴力追放三重県民センター
三重県警察本部組織犯罪対策課
三重県四日市南警察署

まで、お問い合わせください。

0120－31－8930
059－222－0110
059－355－0110

