保々地区

「第４９回みんなの消費生活展」

2017 年 1 月 10 日

№19

保々地区市民センター

“安心して暮らせる 21 世紀” ～聞き・見て・学ぶ かしこい消費者～
日

時 ：平成２９年１月２０日（金）～１月２２日（日）午前１０時 ～ 午後５時

会

場 ：近鉄百貨店 四日市店 11 階 近鉄アートホール

内

容 【展示】

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＞ http://hobo.main.jp/

① 環境コーナー・・電気とガス器具の上手な使い方展示ほか

保々地区のホームページ

検索

② 食コーナー・・食の地産地消についてのパネル展示や水沢茶・牛乳の試飲ほか
③ 防災・防犯・住コーナー・・非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など
防災関連展示、防犯活動の紹介ほか
④

金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発
のほか、行政相談委員による無料相談（予約不要）も行います。

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もよろしくお願いいたします

※なお、上記以外に古着リフォーム、手芸、袋物の実演もあります。
（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）
【ステージイベント】
日

時

内

容

１/20

14:00

寸劇（悪質商法）

（金）
16:00

消費生活ワンポイント講座

1/22

10:30

消費生活ワンポイント講座

（日）

11:00

行政相談委員の仕事につい

日

時

内

１/21

10:30

災害から命を守るためのお話

（土）

11:00

ゴミについてのお話

11:30

コーラス女声合唱 Luce

12:00

地域防犯活動についてのお話

12:30

寸劇（悪質商法）

13:30

消費者クイズ

14:30

くらしとお金のお話

15:00

ファッションショー

16:00

消費生活ワンポイント講座

保々地区市民センター・保々地区団体事務局 職員一同

容

平成 28 年 12 月 4 日（日）保々小学校体育館において、約 50 名（11 歳～70 歳代）の方々にご参加
いただき四日市市主催の「スポーツフェスタ in 保々」が開催されました。
保々ふれあいスポーツの役員の方々に講師をしていただき、室内スポーツのルール、基本について講義し
ていただきました。バドミントン・卓球・ソフトバレー・インディアカ、の室内スポーツ競技と最後にお楽
しみ抽選会で楽しんでいただきました。

てのお話
12:00

寸劇（悪質商法）

13:30

消費者クイズ

14:00

くらしとお金のお話

14:30

コーラス（暁学園合唱部）

15:00

ファッションショー

図書室に新しい本が入りました
（１月 23 日(月)より貸出し開始します）

※ステージイベントの内容は、都合により変更することがあります。
【問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７
四日市消費者協会

℡３５７－５０６９

☆ なつみはなんにでもなれる
☆ ノラネコぐんだん

（ヨシタケシンスケ）

おすしやさん

市民税・県民税（普通徴収）第４期分の納付期限は１月３１日（火）です。
お忘れなく、お早めに納めて下さい。納税は便利で安心な口座振替でどうぞ！

ノリコ）

※ 本は一人３冊まで借りれます。

☆ 全部レンチン！やせるおかず作りおき（柳澤

英子）

※ 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。

☆ お弁当も

英子）

次に借りる人のために、
マナーをお守り下さい！

☆ とんでもない

納期のお知らせ

（工藤

図書の貸し出し
について

回
覧

やせるおかず作りおき

（鈴木

のりたけ）

（柳澤

平成２９年度四日市市民大学一般クラスの
講座を企画運営する団体・グループの募集

平成 28 年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか⁉
平成 26 年 4 月からの消費税率の引き上げに伴い、平成 28 年度分市民税（均等割）
が課税されない人を対象に、「平成 28 年度臨時福祉給付金」を支給しています。
ただし、課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合
などは対象外です。
受付期限は、平成 29 年 1 月 31 日（火）です。期限までに受付がお済みになりま
せんと、支給対象であっても臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意くださ
い。支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、下記までご連絡をお願
いします。
臨時福祉給付金室
TEL

059-354-8092

容：身近な病院や医師、必要な介護、在宅医療は、今後どうなるのか、健康で安心して暮
らせるにはどうしたら良いか、より良い医療・健康・福祉を築き上げるために、住民
の調査をもとに、三重大の医療の専門家がお話しします。

日

四日市市三浜文化会館

FAX 059-354-8093

「四日市市民の医療への受診に影響する因子と在宅医療に関する調査結果について」
内

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供
するもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。
【募集の締め切りは、２月６日（月）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合
わせください。
【お問い合わせ先】 文化振興課
℡：３５４－８２３９
E-mail：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.ｊｐ

１２月１日オープンしました！
四日市市三浜文化会館（カルチュール三浜）が、平成２８年１２月１日（木）オープンしました。
稼働率の高い四日市市文化会館（四日市市安島二丁目）の
練習室やリハーサル室などの機能を補完する「第２の文化会館」
としての役割を果たし、市民の皆さんの活動の場を広げます。
フリースペースのキッズスペースや図書室もあります。
子どもから大人まで幅広い世代の方が楽しめる施設です。
もちろん、見学だけでも大歓迎です。
多くの方のご利用をお待ちしております。

時：平成２９年１月２３日(月)

四日市市三浜文化会館 カルチュール三浜
〒510-0845 三重県四日市市海山道町一丁目 1532-1
TEL：059-348-5380 FAX：059-345-3809
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/culture-mihama/
開館時間：9：00～21：00
休館日：火曜日
（ただし祝日、あるいは四日市市文化会館が休館の場合は
開館し、翌水曜日閉館）、年末年始

１３：３０～１５：００（開場１３：００）
場

所：四日市市総合会館８F 第４会議室

講

師：三重大学大学院

医学系研究科家庭医療学

教授 竹村 洋典(たけむら ようすけ)
料

金：無 料

問い合わせ：三重大学 地域戦略センター

四日市フロント(TEL・FAX 359‐8260)

四日市市 健康福祉課（TEL354-8281

カルチュール三浜

FAX359-0288）

賞味期限７年のアルミ缶入り｢泗水の里｣が誕生！

四日市市地域防犯協議会講演会

(期間限定で自宅まで無料配送します)

～自分たちのまちは自分たちで守る！防犯活動で犯罪抑止～

四日市のおいしい天然水「泗水の里」に、防災備蓄を目的とした賞味期限７年の
アルミ缶が誕生し、１月から上下水道局で販売を開始することとなっています。
期間・数量限定でアルミ缶入り「泗水の里」を市内に限り無料配送しますので、
万が一の災害に備えて、飲料水の備蓄をご検討ください。

■申込方法：平成 29 年 1 月 31 日までに、名前、住所、電話番号、購入希望数を、電話かファクス、
Ｅメールで、上下水道局総務課へお申し込みください
■販売数量：1000 箱。期間中でも予定数量になり次第終了します
■料
金：1 箱 1,800 円（500ml アルミ缶 24 本入、賞味期限 2023 年 12 月）
■その他：納付書(申込後郵送)でお支払いの後、配送します。配送は平日 9 時～17 時頃となります。
■申込み・問合せ先：上下水道局総務課 ☎３５４-８３５０ Fax３５４-８２４９
✉suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp

安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、防犯活動の裾野を広げ、
それらの活動を後押しすることを目的とした啓発イベントを開催します。
是非、ご来場ください。

■日
■場
■内

時：２月５日（日）14：00～16：00
所：四日市市文化会館 第３ホール
容：①三重県警察本部生活安全企画課 犯罪抑止対策室長 中川達也氏による、
北勢地区における犯罪状況に関する講演
②蒔田勝義氏による、防犯活動に関する講演

■料

金：無

料
問合せ先：四日市市 市民協働安全課 TEL:354-8179

