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集合場所に誤りがありました。訂正し、お詫びいたします。

時：平成３０年１１月１１日（日）
９：００～１２：００
（誤）
（正）
集合場所：北勢中央公園西駐車場⇒保々地区市民センター

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。

第４９回 四日市市民スポーツフェスタ 結果報告!!
10 月７日（日）四日市ドームを主会場に、四日市市民スポーツフェスタが開催されま
した。
保々地区代表チームの方々は下記のように優秀な成績を
おさめられました。
代表チーム、選手、関係者の皆さまお疲れ様でした。

入賞おめでとうございます！
❤ソフトバレー
❤ソフトバレー
❤タスポニー
❤レクリエーション

回
覧

ミックスの部 フリーＣブロック
ミックスの部 ４０歳以上
タスポニーの部 女子Ａブロック
地区別対抗リレー男子

保々
保々
保々
保々

優勝
準優勝
優勝
３位

今年度も、9 月２０日（木）前後に、保々地区
老人クラブ（大樹会）の方々に、各地区の町内美
化・環境活動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。

１０月９日（火）に大樹寺境内で「しめ縄づくり講習会」が開催されました。
よ

参加者はワラを縒るのに苦労しましたが、講師の指導を受けながら、正月に飾るのに
ふさわしいしめ縄を作ろうと、熱心に取り組んでいました。

宝くじ助成金で「子どもみこし」を購入しました
西村町上条自治会において、自治総合センターの宝くじの
社会貢献広報事業であるコミュニティ助成を受け、「子ども
みこし」を購入しました。毎年１０月のみこし祭りで活用い
ただきます。

１１月のあそぶ会

保々幼稚園

☎３３９－０１６８

２日(金)・７日（水）・９日(金)・１４日（水）・１６日(金)・２１日（水）
１０：００～１１：３０
☆ ２日（金） パネルシアター
☆ ９日（金） ペープサート
☆２１日（水） 誕生会
※ 持ち物：お茶・帽子・着がえ

１１月のあそぼう会

保々保育園

１日・８日・１５日・２２日・２９日

☎３３９－０９１９

木よう日 １０：００～１２：００

☆ ２９日（木）…看護師に身体測定をしていただきます。
※外で遊ぶのに気持ちのいい季節です。
園庭で砂遊びをしたり、ブランコ、すべり台を楽しみましょう。

１１月の自動車文庫
【７日（水）】
人権プラザ小牧
市 場 町
西村町営農センター
高 見 台

10:10～10:40
10:50～11:20
13:40～14:10
14:20～15:00

【２０日（火）】
中野町稲場池

14:30～15:00

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）を平成２３年度より市にて購入、配
付しておりますが、使用には火薬類取締法に基づく事前講習を受講していただく必要があり
ます。
そこで下記のとおり 使用講習会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。
※過去に受講された方は、これまでと同一の内容であるため、受講の必要はありません。
■日 時：１１月２３日（金・祝） １０：００～
■場 所：保々地区市民センター２階会議室
■内 容：使用講習、使用実演、質疑応答など
■講 師：伊藤煙火工業株式会社
■申込み：不要
■料 金：無料
■受講証明書：後日、受講証明書を受講者の自宅へ郵送します
■問合せ：農水振興課
TEL ３５４－８１８１

く

る

べ いせき

久留倍遺跡まつり～ウォーク（スタンプラリー）・講演会～
四日市市教育委員会社会教育課
[☎354-8240 FAX354-8308] ✉syakaikyouiku@city.yokkaichi.mie.jp
大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」の周辺の史跡など約 3.5 ㎞を巡って、
古代に想いを馳せてみませんか。ウォークのコースに、復元建設中の八脚門も含みます。
ウォーク
１．日 時 11 月 11 日（日）9:00～11:45
（受付 8:45～9:15）雨天実施
２．場 所 くるべ古代歴史館（大矢知町 2323－1）
３．参加料 無料
４．申し込み 不要
講演会
１．日 時 11 月 11 日（日）13:30～15:30（受付 13:00）
２．場 所 あさけプラザ第１小ホール
３．内 容 朝倉由希さん（文化庁地域文化創生本部研究官）
「遺跡と地域の幸せな関係～みんなで守り活かして育てよう、地域の宝～」
※遺跡をテーマに久留倍でできることは何か、福井県一乗谷朝倉氏遺跡での実践例
を交えてのお話
４．参加料 無料
５．申し込み 不要
は っ きゃくもん

久留倍官衙遺跡

八脚門建設現場見学会

１．日 時 11 月 11 日（日）11:00～12:00 雨天実施
２．場 所 久留倍官衙遺跡史跡地内
３．参加料 無料
４．申し込み 不要
※ウォークとは別に開催します
行き方など詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ

くるべいせき

（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。

《四日市市消防本部からのお知らせ》

秋の火災予防運動
忘れてない？

１１月９日～１５日

サイフにスマホに火の確認

●火災の発生状況
平成 30 年 8 月末現在の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 72 件で、
平成 29 年同期の 69 件と比べ 3 件増え、うち建物火災が 37 件で全体の約 51％を
占めています。
主な出火原因は、たき火、放火（疑い含む）、たばこです。
●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期
的にほこりなどをふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年
です。
■お問い合わせ

四日市市消防本部予防保安課（☎ 356-2010、FAX 356-2041）

災害に備えましょう
災害によるライフラインの停止は、長期に及ぶ可能性も
あります。災害に備えて、普段から飲料水や保存の効く食
料などを備蓄しておきましょう。
また、非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサ
ックに詰め、すぐに持ち出せるよう準備しておき、避難する
際には持っていきましょう。
地区の訓練などの機会に、袋の中身を点検したり、重すぎないかどうか一度背負っ
てみたり、持ち出す訓練などもしてみましょう。
お問い合わせ 危機管理室

☎３５４－８１１９

FAX３５０－３０２２

市国保特定健康診査はお済みですか？
市国保特定健康診査の実施期間は 11 月 30 日までです。生活習慣病の予防や早期発見のた
めに、お済みでない人はお早めに受診をしてください。
【対
【期

象】40 歳～74 歳の市国民健康保険に加入している人
間】７月１日～11 月 30 日まで
（昭和 18 年 9 月 1 日～11 月 30 日生まれの方は、7 月 1 日から誕生日の前日まで）
【持ち物】受診券（黄色）、国民健康保険証、自己負担金（受診券に記載 500 円または 1,000
円）、質問票（事前に記入）、前年度の特定健診結果(ある場合)
【お願い】今年度、職場の健康診断等、市国保特定健康診査と同様の検査を受診する機会が
あり、市国保特定健康診査の受診券を使用する機会が無い人は、①健診結果の写し
（コピー）、②特定健康診査受診券、③特定健康診査質問票（※表面の質問項目を記
入してください）の 3 点について、保険年金課またはお近くの地区市民センターま
で提出をお願いします。
※ 郵送を希望される場合は返信用封筒を送付いたしますので、保険年金課までご連
絡ください。
四日市市

保険年金課

管理係

℡３５４－８１５８

ジェネリック医薬品をご存じですか？

ジェネリック医薬品は、これまで使われてきた薬（先発医薬品）の特許が切れた
後に、同等の品質で製造販売されるお薬です。欧米で広く普及しており、日本でも
利用者は年々増加しています※。
※国内の普及率は約６割（数量ベース）
ジェネリック医薬品の特徴
① 低価格で経済的
・先発医薬品をもとに作られているため開
発費が少なく、低価格になっています。
② 効き目や安全性は先発医薬品と同等
・先発医薬品と同様に国の安全基準を満た
しているので、安心して使用できます。
・製品によっては、先発医薬品よりも飲み
やすさ等、よりよく工夫されたものもあ
ります。
四日市市

保険年金課

管理係

 354－8158

ジェネリック医薬品を利用するには？
かかりつけ医療機関や薬局の薬剤師
にご相談ください。

＜ご注意＞
※すべての薬にジェネリック医薬品が
あるとは限りません。
※ジェネリック医薬品に切り替えても
自己負担額があまり変わらない場合
もあります。

「四日市公害と環境未来館」解説員養成講座
「四日市公害と環境未来館」に来館される皆様に、展示などについてわかりやすく解説
していただける方を養成する講座です。
対 象 18 歳以上の人
場 所 四日市公害と環境未来館など
内 容 下表のとおり
11 月 17 日
・「四日市公害と環境」講師 四日市市
１ （土）
・「四日市公害と環境未来館」見学
10:00～15:30
11 月 24 日 ・「四日市市の大気保全」講師 四日市市
２ （土）
・「公害健康被害者の救済」講師 四日市市
10:00～16:00 ・バスによる見学（塩浜[磯津]地区など）
12 月 22 日
・バスによる見学（西淀川・公害と環境資料館「エコミューズ」
３ （土）
など）
8:00～18:00
1 月 19 日
４ （土）
10:00～15:30

・「四日市公害とぜん息」
講師 元三重県立大学附属塩浜病院内科医師 柏木 秀雄さん
・「四日市公害訴訟」講師 元四日市公害訴訟弁護士 野呂 汎さん
・四日市公害の語り部講話
講師 四日市公害訴訟原告 野田 之一さん

2月7日
５ （木）
10:00～16:00

・「四日市公害と企業の環境対策」
講師 コンビナート企業 OB 佐藤 一雄さん
・バスによる見学「企業の環境対策」（霞共同事業㈱）

2 月 16 日
６
（土）
10:00～15:30

・「四日市公害と市民運動」講師 四日市再生「公害市民塾」
・「解説員の活動について」講師 四日市公害と環境未来館解説員
・「話し方教室」講師 四日市市
・「解説員実習」

3月2日
７ （土）

・「解説員実習」

10:00～15:30
定 員 15 人（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知）
料 金 無料
申込み １１月５日（月）までに住所、名前、電話番号、年齢を、はがきかファックス、
Ｅメールでお申込みください。
〒510-0075 四日市市安島 1-3-16
四日市公害と環境未来館
[TEL](059)354-8065、[FAX](059)329-5792
[E-mail] kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL：059‐330‐5020
FAX：059-334-0606
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
2017 年 4 月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館し
ています。
季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室
や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。
また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】
11 月 3 日 13：30～16：00 手作りチョークでラクガキ大会
事前申込：不要
（土）
好きな色のチョークを作って、大き ＊材料がなくなり次
な紙にラクガキをしよう！

第終了
対象：年中児～小学生
持ち物：汚れてもよい
服、マスク（任意）

11 月 10 日
（土）

対象：小学生
10：30～11：30 カッパからの挑戦状
クイズ・謎とき・パズルが好きな子 定員：1 グループ
13：30～14：30 あつまれ！グループで謎をといて、
最大 3 人、
15：30～16：30 カッパの呪いがかかった部屋から 各回 10 組＊申込制
脱出しよう！

11 月 15 日
（木）

対象：未就学児
10：30～11：30 親子クラフト
松ぼっくりと段ボールであそべる 定員：先着 20 組
「松ぼっくりぽんぽん」を作ろう。 ＊当日 9：00 から整理
券配布

11 月 18 日
（日）

13：00～15：00 うんどう会
プラザのうんどう会はユニークな
競技がいっぱいだよ！

対象：小学生～中学生
定員：パン食い競技の
み先着 20 人
＊当日 9：00 から整
理券配布
持ち物：上ぐつ

料金

無料

シルバー人材センター入会説明会のお知らせ
対象：市内に在住する原則 60 歳以上の人で、健康で働く意欲がある人
■地域入会説明会
開催日

開催場所

平成 30 年 11 月

1 日（木）13:30～

あかつき台集会所（四日市市あかつ
き台 3 丁目 2-8）

平成 30 年 11 月

5 日（月）13:30～

内部地区市民センター
ホール

別館 2 階

平成 30 年 11 月 22 日（木）13:30～

川島地区市民センター

調理室

■定期入会説明会（毎月第 2、第４水曜日に開催）
開催日

開催場所

平成 30 年 11 月 14 日（水）13:30～

シルバー人材センター（十七軒町）

平成 30 年 11 月 28 日（水）13:30～

あさけプラザ

平成 30 年 12 月 12 日（水）13:30～

シルバー人材センター（十七軒町）

平成 30 年 12 月 26 日（水）13:30～

あさけプラザ

2階
2階

第１小ホール
第１小ホール

持ち物：筆記用具、当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤をご持参
ください。
① 印鑑
②
③
④
⑤

顔写真（3×4 ㎝）
年会費 3,600 円
銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

その他：会場（各地区市民センター、あさけプラザ等）への問い合わせはご遠慮下
さい。
問い合わせ先：シルバー人材センター （☎354-3670 FAX351-4830）

