四日市市独自の☆ 健康体操

保々地区

2015 年 6 月 5 日

市民が楽しみながら健康づくりに取り組めるよう、小さなお子
さんから高齢者まで、幅広い世代がからだを動かせる“四日市市
独自の健康体操”の作成に先立ち、あなたのセンスが光る体操音

№5

保々地区市民センター
電話 339‐0001

☆最優秀賞☆

保々地区団体事務局

賞金 20 万円

電話 339‐3130

楽を募集します。

保々地区ホームページ

募集期間：平成２７年６月１日（月）～７月２２日（水）必着

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

♪曲の長さは１分３０秒～３分程度。
♪リズムやジャンルに指定はなく、体操音楽にふさわしい、明るく、
聴く人に元気を与える曲調のもの。
♪四日市市に愛着をもつ人またはグループ
健康づくり課にある募集要項を確認の上、①所定の応募用紙に、②音楽を収録した CD-R（音楽
CD プレーヤーで再生できるもの）または楽譜を添えて、郵送または窓口にて健康づくり課まで。
※募集要項と応募用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。
♪締め切り後、選定委員会（非公開）で審査を行います。結果は平成２７年８月末頃、書面にて
応募者全員へ通知します。
♪最優秀賞（採用作品１点）として、表彰状と副賞（２０万円）を授与します。
♪未成年者は、保護者の同意を得て応募してください。

＜Let’s enjoy 保々＞

～ 敬老行事の実施にあたって～
保々地区社会福祉協議会では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本年
も、９月 13 日（日）に敬老慰安会を行います。
当日は、できるだけ多くの方に参加していただきたいと考えており、市にお願いして
７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧させていただき、対
象の方には、もれなく案内を送付したいと考えています。
つきましては、名簿から得た情報については、この敬老慰安会にのみ使用し、秘密保持
の厳守を徹底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できますよう、
皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、名簿に名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２６日（金）までに
介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をいただくようお願いします。その
場合、お名前等が名簿に載りませんので、敬老行事の案内や敬老記念品をお届けできませ
んのでご了承ください。
また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

健康づくり課 〒510‐8601 諏訪町 1－5
TEL：354－8291
FAX：353－6385
ホームページ http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu87679.html

図書室に新しい本が入りました
（６月１５日(月)より貸出し開始します）
☆ 家族という病

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。

象：20 歳以上 65 歳くらいまでの、子どもが好きな人。
障害のある子どもの対応ができる人（保育士などの有資格者）、週に 1 日だけ、夏休みだけ、
ボランティアとしてなど、希望される人も募集しています
内 容：市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
その他：各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。応募する人は、指導
員登録説明会に参加してください。年度ごとの登録になりますので、平成 26 年度に登録を
された人も改めて登録をしてください
対

◇指導員登録説明会
日 時：６月２０日（土）18:00 から
場 所：四日市市文化会館 第 4 ホール
申込先：６月１７日（水）までに、住所、名前、電話番号(あればファックス、Ｅメールアドレス)
を、電話かファックスまたはＥメールでこども未来課まで
TEL354-8069
FAX354-8061
E ﾒｰﾙ:(kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp）

（下重

暁子）

（篠田

桃紅）

☆ 一〇三歳になってわかったこと
人生は一人でも面白い
☆ 過ぎ去りし王国の城

（宮部みゆき）

☆ ラプラスの魔女

（東野

圭吾）

☆ 神様のカルテ０

（夏川

草介）

☆ 一

路（上）

（浅田

次郎）

☆ 一

路（下）

（浅田

次郎）

☆ ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑 （石田

光史）

回
覧

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！

～猿やイノシシなどの被害でお困りの方へ～

出没する野生動物（サル等）を追い払うための動物追い払い専用花火（動物駆逐用煙火
T－３）の使用講習会を下記のとおり開催いたしますので、この機会にぜひご参加ください。
なお、この花火をご使用いただくには、今回の講習会へご参加いただき、後日、伊藤煙火
工業株式会社より発行される受講証明書が必要となります。

◆日

時 ： 平成２７年６月２３日（火）午後２時から

◆場

所 ： 保々地区市民センター ２階 会議室

◆講

師 ： 伊藤煙火工業株式会社

◆内

容 ： 使用講習、使用実演、質疑応答など

近鉄四日市駅南側・あすなろう四日市駅東側に送迎用の屋根付乗降場を整備しました。駅への送
迎を行う際には、下記位置図に示す乗降場をご利用ください。
なお、送迎用の乗降場のため、長時間の駐車はご遠慮ください。

◆問合せ先 ： 農水振興課 ☎３５４－８１８１

四日市市西老人福祉センター（西坂部町）へお出かけの時は・・・
無料送迎バスをご利用ください。
【ご利用いただける方】・市内または三重郡にお住いの 60 歳以上の方
・障害者手帳をお持ちの方
【バスの時間】（毎週水曜日に保々地区から運行しています）
停車場所

ゆき

かえり

保々地区市民センター

９：５０発

１５：００着

小牧町ライスセンター

９：５５↓

１４：５５↑

１０：２０着

１４：３０発

西老人福祉センター

問い合わせ先
四日市市

℡059-354-8212

四日市市体育協会『夏のスポーツ教室』のご案内
種目

対象(※1)

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球

16 歳以上

夏休み水泳

申込

開催期間

料金(※3)

場所

～6/28

7/2～8/6 の間で全 5 回

3,000 円

中央緑地第 2 体育館

小学 3 年～6 年

～7/16

7/22～7/26（5 日間）

3,000 円

温水プール

かけっこ(ﾅｲﾀｰ)

小学 1 年～3 年

～7/22

7/27～7/31（5 日間）

2,500 円

中央緑地陸上競技場

小学生陸上(ﾅｲﾀｰ)

小学 4 年～6 年

～7/29

8/3～8/7（5 日間）

2,500 円

中央緑地陸上競技場

※1

(※2)

市内に在住、在学、在勤の人のみ

※2

受付開始は 6/9 午前 9：00～

※3

傷害保険を含む

四日市市体育協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.y-sports.jp)にある用紙でお申込みください。
（電話申込み不可）
詳細は同協会（☎345-4111

道路整備課

Fax346-7767）までお問い合わせください。

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とし
た地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味のある方はぜひご受講下さい。特に女性や若年者の応募をお待ちして
います。奮ってご参加ください。
開催予定日：以下の土曜日(９月２７日のみ日曜) （全９回) 9:30～12:00
ただし、９月２６日(土)は 13:30～16:30、９月２７日(日)は 9:30～16:30
平成２７年 ７月１８・２５日、８月２２日、９月１２・２６・２７日
１０月３１日、１１月７日、１２月５日
場
所：四日市市総合会館 ７階研修室ほか
内
容：住民自治や地域づくりに関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、
地域資源のマッピング演習、グループ討議、レポート作成など
修
了：全９回中、５回以上の出席とレポート提出で修了証を交付
定
員：４０名（応募者多数の場合抽選）
問合せ･申込：６月３０日（火）までに 四日市市役所 市民協働安全係 （担当：堤、松本）
電話３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６

第６１回 すくすく子育てサロンの様子
５月１２日（火）に開催されました『すくすく子育てサロン』は、“親子で楽しむ３B
体操”を楽しんでいただきました。
その後は、保健師さんを交えて交流の場が設けられ、子育ての悩みなど、おしゃべりを
楽しんでいただきました。
次回のすくすく子育てサロンは、７月１４日（火）「ワイワイひろば」を開催します。
詳細は、センターだより６月下旬号回覧（Ａ４版）をご覧下さい。

◇グリーンカーテン講習会が開催されました！◇
5 月 1３日（水）保々地区市民センター 2 階 会議室にて、三重県地球
温暖化防止活動推進委員の方を講師にお迎えして、「グリーンカーテン
講習会」が開催されました。
省エネ講座、グリーンカーテンの説明、苗の育て方など経験を交えて
詳しくを教えていただきました。

保々地区小学生ドッチボール大会のお知らせ
（四日市市スポーツフェスタ保々地区代表選考大会）
日

時：平成 2７年７月１2 日（日）

受付 午前 8 時 30 分～
開会式 午前 9 時 00 分～
場 所：保々小学校 体育館
種 目：○男子高学年
（4 年生から 6 年生の男子）
○女子高学年
（4 年生から 6 年生の女子）
○低学年ミックス（１年生から３年生の男女）
※各競技種目の申し込みが少ない場合は、ミックスにする場合があります。
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など
詳細は、保々地区のホームページを
参加費：無 料
ご参照下さい！
主 催：保々地区体育委員会
申込み：申込み用紙に必要事項を記入し、7 月 3 日(金)までに（期日厳守）学校に設
置した申込みボックスに入れていただくか、団体事務局に申請してください。
問い合せ先：保々地区団体事務局

☏339－３１３０

社協からのお知らせ

みさ
様
様（新田）

【香典返しに代えてのご寄付】
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 藤牧
藤牧 定

納期のお知らせ
市民税・県民税（普通徴収）
第１期分の納付期限は 6 月 30 日（月）です。
お忘れなくお早めに納めて下さい！
コンビニエンスストアでも納付できます！
納税は便利で安心な口座振替でどうぞ！

５月 17 日（日）北勢中央公園にて「保々の自然に親しむ会」主催による
『自然観察会』が齋藤俊彦さん案内指導のもと開催されました。当日は天候にも恵まれ、
約５０名の方々にご参加いただきました。
観察後は、「保々の自然に親しむ会」の女性の方々手作りのお餅が振る舞われました。

◆ 地域ボランティア活動の紹介（弐千年会） ◆
５月１９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。

