四日市市議会

保々地区

議会報告会のお知らせ

2014 年 6 月 20 日

№6

保々地区市民センター

６月定例月議会の議会報告会を、７月８日、９日に開催します。常任委員会ごとに２日に分けて18

電話 339‐0001・0663

時30分から１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのよう

保々地区団体事務局

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

電話 339‐3130

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

保々地区ホームページ

＜Let’s enjoy 保々＞

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。

http://www7.cty‑net.ne.jp/ hobo‑fsc/top.html

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ
いたします。

第１部：議会報告会
日

時

常

任

平成２６年７月８日（火）

平成２６年７月９日（水）

１８：３０ 〜 ２０：４５

１８：３０ 〜 ２０：４５

総

委員会

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

務

都市・環境

教育民生

産業生活
工作の名人！齋藤さん國保さんの
商工業、農林水産業、

所

管

市政の企画、財務、

道路、住宅、上下水道、

教育、こども、

事

項

危機管理、消防など

区画整理、環境衛生など

健康福祉など

南中学校

県地区市民ｾﾝﾀｰ

総合会館

下野地区市民ｾﾝﾀｰ

１階多目的会議室

２階大会議室

７階第１研修室

２階大会議室

前田町 18‑17

赤水町 957

諏訪町 2‑2

朝明町 914‑3

会

場

市民文化、市立病院

「人権アニメと工作教室」何を作るのかはお楽しみね！
みんなで人権のビデオをみましょう♪

など

※全会場、手話通訳いたします
※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

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です！

・日

時

・場 所
・対象者
・講 師
・定 員
・持ち物

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、あやまちに陥った人たちの更生について理解を
深め、明るい社会を築こうとするものです。
この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。
また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが
保護司です。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。
この運動の一環として街頭啓発を行います。

日
場

時
所

７月１日（火）１４：３０〜
近鉄四日市駅周辺

夏休みの宿題も
これでバッチリね

７月２３日（水）9:00〜12:00
保々地区市民センター 2 階大会議室
小学 1 年生から小学 6 年生 “参加費無料”
齋藤 俊彦さん・國保 佐助さん
30 人(できれば低学年の方は保護者同伴お願いします)
カッターナイフ・ハサミ・筆記用具・色ペンなど色付けする画材・定規
お手拭用ハンカチ
・申込開始

６月２３日（月）9 時から

・受

保々地区市民センター ℡ 339-0663
※名前・電話番号・学年を聞かせてください
※定員になり次第、受付は終了します。
※直接センターに来て頂いても申し込みできます。

付

主催：保々地区人権まちづくり推進委員会（子どものまちづくり講座）

【問合せ先 健康福祉課 ☏３５４−８１０９】

アイヌの方々の悩み相談電話を開始いたしました。【延長】
本センターでは、アイヌの方々が抱えている生活上の悩みを始め、嫌がらせ、差別、プライバシーの
侵害など人権に関することも相談員がお受けいたします。

日頃感じたり考えたりしていることや体験などを表した
「私の人権メッセージ」・「私の人権標語」を募集します。

「相談無料・匿名可・秘密厳守」
（本事業は、厚生労働省の平成２６年度社会福祉推進事業により実施するものです。）

実施期間

平成２７年３月３１日（火）まで
（※日曜、祝日、８／１０−８／１７、１２／２７−１／４はお休み）

受付時間

◇ 募集期間：平成２６年７月４日（月）まで〔必着〕
◇ 応募用紙配布場所：保々地区市民センター・保々地区団体事務局・人権プラザ小牧
◇ 応募先：保々地区団体事務局

平日・土曜日：午前１０時〜午後５時

来訪によるご相談もお受けいたします。（要予約） 平日・土曜日

アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル

午前１０時〜午後５時

０１２０−７７１−２０８

回
覧

四日市市市民活動総合保険について

熱中症に注意しましょう！
熱中症とは
熱中症は、暑い所で過ごした時に、体の中の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうま
くいかないことで起こります。高齢者や幼い子ども、病気がある人、肥満の人、暑さに慣れて

市民による自主的、自発的な公益活動を支援するため、市民団体等による活動中の事
故による傷害等に対する補償を行っています。
市民活動中の死亡や怪我などへの補償をはじめ、これからの時期に多くなる熱中症や
食中毒も補償の対象となりますのでお知らせします。

いない人はかかりやすいので注意しましょう。また、急に暑くなった日や気温・湿度が高い日、

【補償の概要】
①賠償責任事故補償
〔下記いずれも限度額〕
身体賠償 １名 ５，０００万円 １事故 １億円
財物賠償 １事故 ２，０００万円 など
②傷害事故補償 〔（ ）内は熱中症、食中毒が原因の場合〕
死亡 ５００万円 （３００万円）
後遺障害 １５万円〜５００万円（９万円〜３００万円）
入院 １日につき ３，０００円
通院 １日につき ２，０００円
③疾病事故補償
死亡 １名 ５０万円
【補償の事例】
（下記のような事故等が生じ、死亡又は治療を受けた場合）
・自治会の清掃活動で、樹木の剪定中、脚立が倒れて落下した
・町内運動会の借物競争に出場したが、転倒して手首を骨折した
・学童保育の最中に足を滑らせ机に頭をぶつけた

風の弱い日も注意が必要です。

予防のポイント
・のどの渇きを感じなくても小まめにお水やお茶を飲む。たくさん汗をかいた時は塩分の補給
も行う。
・エアコンは室温が 28 度になった時を目安に使用し、扇風機、カーテン、すだれなども利用
して室温が上がりにくい工夫をする。
・外では日傘や帽子を着用する。日陰の利用や、小まめに休憩を行う。
・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する。
・栄養バランスのよい食事、十分な睡眠、暑さに負けない体づくりなど、日頃から体調管理に
気を配る。

熱中症の症状と対応
熱中症が疑われる人（めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気等の症状がある人）を見掛けたら、
涼しい場所へ避難させ、体を冷やして水分・塩分を補給させましょう。自分で水分補給ができ
ない人や意識がない人にはすぐに救急隊を要請しましょう。周囲の人も協力して早めの対応を
心がけましょう。

詳しくは、市役所
※市のホームページも参考にしてください。
トップページ（中央下）よく利用される情報【健康・医療】の
「成人の健康づくり」→「必見！健康情報」へ
お問い合わせ：

健康づくり課

℡059-354-8291

市民生活課

市民活動安全係（℡354‑8179）まで

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）

夏休みの自由研究に！

ゲームでチャレンジ！

参加無料！！

めざせ、おこづかいマスター！！
受講者募集
四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただ
ける講座です。「人生観」「地域活動」「高齢社会」「音楽」「経済」などのテーマ別に五つのコースが
あり、複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または
ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。
申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センター、楠総合
支所などにあります。多くの方のお申し込みをお待ちしています！
申込期間：６月２０日（金）〜７月１８日（金）必着

日

時：８月９日（土）午前の部 10:00〜11:30／午後の部 13:00〜14:30

場

所：総合会館 7 階（市役所西どなり）

内

容：￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方に

第 1 研修室

ついて学びます。
￥参加者には、おこづかい帳、ちえふくろうグッズなどの記念品をお渡しします。
￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。
対

象：市内在住の小学４〜６年生とその保護者（2 人１組）

定

員：各回２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。

申し込み：７月１１日（金）（必着）までに、往復はがきにて、
① 希望教室名
⑤学年

②希望時間（午前・午後）③住所

⑥電話番号

④こどもの名前（ふりがな）

⑦一緒に参加する保護者の氏名

を書いて、下記申し込み先まで。

お問い合わせは、
市民文化部文化振興課（

申し込み・問い合わせ先

３５４−８２３９）まで

〒510‑8601

市民生活課

市民・消費生活相談室

（℡ ３５４−８１４７

Fax ３５４−８４５２）

民生委員児童委員・主任児童委員のご紹介
民生委員児童委員と主任児童委員の任期満了に伴い、新たに３名の方が３年間の任期で
委嘱されました。安心･安全の町づくり推進に向けて、子育ての不安や高齢者の方々の心配
ごとの相談・支援でお世話になります。よろしくお願いいたします。

千々岩啓子
天春 咲子
藤井 幸恵

◆ 地域ボランティア活動の紹介（弐千年会） ◆
５月２１日（水）自治会長ＯＢ有志『弐千年会』の皆さんに、城下橋・横手橋
周辺の竹の伐採、大樹寺・殖栗連の墓など数ヶ所の貴重な遺跡、保々西城など史
跡周辺の草刈り、及び清掃作業をしていただきました。
お疲れ様でした。ありがとうございます。

さん《民生委員児童委員》高見台 1・2 丁目、高見ヒルズ
さん《主任児童委員》
さん《主任児童委員》

ふれあい卓球教室のお知らせ
小学生から大人まで気軽に卓球をしてみませんか？
日 時：平成 2６年７月６日（日）１９:３０〜２１:００
場 所：保々小学校 体育館
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など
参加費：無 料
申込み：当日会場へ直接お越し下さい。
主 催：保々ふれあいスポーツクラブ／保々地区体育指導員
問い合せ先 … 保々地区団体事務局

７月のあそぶ会

☎３３９−３１３０

☆ お天気がよければ、プールで水遊びをしましよう。
水着、又はパンツ（お洗濯したもの）を持ってきてください。
申し訳ありませんが、おむつをつけての水遊び（プール）はご遠慮ください。
☆ ３０日（水）は、アニメまつりです。保々小学校で人権アニメを見ます。
親子ご一緒に参加できます。
☆ 着がえ・帽子・水分補給のお茶など持ってきてくださいね。

（６月３０日(月)より貸出し開始します）
（東野

圭吾）

☆ プリズム

（百田

尚樹）

☆ 万能鑑定士 Q

（松岡

圭祐）

☆ イニシエーション・ラブ

（乾

くるみ）

☆ セカンド・ラブ

（乾

くるみ）

☆ お悩み別 健康スムージー

（大越

☆ 泣いて、笑って、昭和の子育て

７月のあそぼう会
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。

郷子）

（寄贈本）

次に借りる人のために、
マナーをお守り下さい！

保々保育園

☎３３９−０９１９

３・１０・１７・２４・３１日 木よう日 １０：００〜１２：００
☆ ３１日 … 看護師による身体測定をします。
☆ 天気の良い日は、プールあそび、水あそびをします。水着（なければ
洗ってあるパンツと T シャツ）や着がえ、タオルを準備して参加して
下さい。水あそび用の紙オムツは使用しません。
☆ 水分補給のお茶や帽子も、忘れずに持ってきてくださいね。

観光案内所と市民窓口サービスセンターが火曜日も開館に

様

社協からのお知らせ

秋

︻香典返しに代えてのご寄付︼

齋藤

武司 様︵小牧北︶

地域社会福祉基金にご寄付
いただき︑ありがとうござい
ました︒

亡

齋藤

７月１日から、近鉄四日市駅高架下にある観光案内所「お休み処四十三(よそみ)茶屋」と
市民窓口サービスセンターが、年末年始以外は年中無休になります。ぜひご活用ください。

７月の自動車文庫
【９日（水）】
人権プラザ小牧
市 場 町
西村町営農センター
高 見 台
【１７日（木）】
中野町稲葉池

☎３３９−０１６８

４日（金）・１１日（金）・３０日（水） １０：００〜１１：３０

図書室に新しい本が入りました
☆ 虚ろな十字架

保々幼稚園

10:10
10:50
13:40
14:20

〜
〜
〜
〜

10:40
11:20
14:10
15:00

■営業時間 10：00〜19：00
◆観光案内所「お休み処四十三茶屋」
業務内容 観光パンフレットなどを多数そろえています。又、四日市産のお茶の試飲ができます。
問合せ先 四日市観光協会（℡３５７-０３８１）

◆市民窓口サービスセンター
業務内容 住民票、戸籍、税、印鑑登録証明書の発行や住民異動届、戸籍届、
印鑑登録の受付け、市税収納など。

14:30 〜 15:00

問合せ先 市民窓口サービスセンター（℡３５９-６５２１）

