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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/

日
時：12 月 24 日（火）午前１０時～午後１時
場
所：保々地区市民センター 2 階 料理室
定
員：３０人
参加対象：小学生と年少から年長の幼児
（幼児の方は保護者同伴）
材 料 費：４００円（保護者の方もいただきます）
持 ち 物：エプロン、バンダナ、手ふきタオル
講
師：保々地区のお料理が大好きなお母さんの集い
申込み先：保々地区市民センター ☏３３９－０００１

メニュー
✿鶏の照り焼き
✿サンドイッチ
✿プリン

図書室に新しい本が入りました
１２月２日（月）から貸し出し開始します。
❦一般書
❦しおはま 80 年の変遷
－寄贈本－
（四日市市に合併 80 周年記念事業実行委員会・編集委員会）
❈児童書
❈へんしん！いろいろ れっしゃ
（ふくなが じゅんぺい）

図書の貸し出しについて
※本は一人３冊まで借りられます。
※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。

回
覧

１０月２８日（月）ふれあい会館において、保々地区民生委員児童委員協議会主催の
『高齢者のつどい』が行われました。朝明高校ふくし科の生徒さんにもお手伝いしてい
ただき、１２５名の高齢者の方にご参加いただきました。
お昼に毎年大好評の手作り松茸ご飯を食べていただき、保々幼稚園と保育園の園児の
皆さんによる歌や踊り、
「ぐるくん」さんの三線の演奏、民生委員さんによるダンスなど
で楽しい一時を過ごしていただきました。
関係者の皆さまお疲れ様でした。ありがとうございました。

11 月３日（日）、ふれあい会館において「保々地区文化祭」が開催されました。
当日は天候にも恵まれ、大勢の方に来ていただき、舞台発表、作品展示、模擬店、
ふわふわダルメシアン、お楽しみ大抽選会などを楽しんでいただきました。
関係者のみなさんお疲れ様でした。ありがとうございます。

募金活動への賛同お礼
1１月３日（日）に、ふれあい会館において保々地区の文化祭が盛大に開催される中、
共同募金の義援金を募りました。
たくさんの方々から心温まる善意をいただき、27,215 円お預かりしました。
（※お預かりした義援金は、市社協を通じ令和元年台風第１９号災害義援金として被災地
へ寄附させていただきます。）
心のこもったこの義援金は、有効に活用される事になります。
ご協力いただきました皆様のお気持ちは、支援を受ける方々にも
伝わり、多くの人を救う力となることと、信じております。
本当にありがとうございました。
保々地区社会福祉協議会／保々地区民生委員・児童委員

１１月１０日(日)保々地区内コース約６km（秋の田んぼウォーキング！）の四日市ウォ
ーキング大会が開催されました。
当日は天候にも恵まれ、１０２名の方にご参加いただきました。
関係者の皆さん事前および当日の準備お疲れ様でした。
ありがとうございます。

１２月のあそぶ会・あそぼう会のお知らせ
保々幼稚園

☎３３９－０１６８

保々保育園

☎３３９－０９１９

日 時：６日(金)・１３日（金）・２０日(金)
１０：００～１１：３０
場 所：保々幼稚園 遊戯室
駐車場：保育園駐車場
（駐車できない場合はふれあい会館駐車場をご利用下さい。）
※

持ち物：帽子・着がえ・水分補給のお茶

※こども園工事の為、幼稚園と保育園合同で行います。

１２月の自動車文庫
【６日（金）】
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

【１８日（水）】
中野町稲場池

14:30～15:00

「まもってくれてありがとう運動」への取組について
（四日市市交通安全協議会）
四日市市交通安全協議会では、歩行者と車両の交通事故防止のため、平成 30 年 12 月
１日から、市内の小学校を対象に「まもってくれてありがとう運動」に取り組んでいた
だいています。
「まもってくれてありがとう運動」は、児童（歩行者）が横断歩道を横断
する際や横断後に、停止してくれた車両の運転手の方に対して「ありがとう」と言った
り、会釈したりしてお礼の気持ちを表すことで、運転手の方も止まらなければ、という
気持ち（歩行者保護の気持ち）を起こさせ、安全運転意識の高揚と交通事故の減少を図
ることを目的としています。
※

「まもってくれてありがとう運動」モデル校指定式を行います
年４回実施される交通安全運動に併せて、モデル校１校を指定（指定期間１年間）
しています。
本年 12 月に実施される「年末の交通安全県民運動」期間中の 12 月 4 日（水）に、
保々小学校をモデル校に指定します。

四日市市交通安全協議会事務局
（四日市市役所 道路管理課）
電話０５９－３５４－８１５４

市民リポーター募集
ＣＴＹ（地デジ 12ch）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出
演して、市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えて
みませんか。
放送時間（15 分間）

オーディション日／場所

月・水・金・日

令和２年２月１日（土）／総合会館７階

火・木・土

9:30、20:30
12:30、20:30

YouTube でも配信しているよん！

申し込み
１月１７日（必着）までに、応募用紙に必要事項を記入し、
「伝えたい。四日
市のいいところ」をテーマにした 600 字以上 800 字未満の作文を添えて、郵
送で、または直接、〒510-8601 広報マーケティング課へ

その他
応募条件や活動期間など、詳しくは、募集要項をご覧ください
問い合わせ：広報マーケティング課（☎354-8244 FAX354-8315）

市民リポーター
募集ページ

市内学童保育所の指導員を募集しています
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。
子どもが好きで意欲のある方を募集しています。経験・資格の有無は問いません。常
勤の指導員だけでなく、週に 1 日だけ、長期休みだけの勤務、ボランティアを希望され
る方も募集しています。
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。

◆指導員登録説明会
市では、学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会
を開催します。登録していただいた方には、指導員を募集している学童保育所を市から
紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成 30 年度に登録をされた方も改めて登録をしてく
ださい。
日
時：12 月 14 日（土）18:00 から
場
所：四日市市文化会館 第４ホール
内
容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ
申し込み：12 月 11 日（水）までに、下記内容を、電話、ファクス、又はＥメールで
こども未来課へ
➀住所 ➁名前 ➂電話番号 ➃ファクス番号
➄Ｅメールアドレス
こども未来課 学童保育係
TEL354-8464 FAX354-8061
E メール:gakudou@city.yokkaichi.mie.jp

みなさん知っていましたか？
警戒レベル４で全員避難です！！
警戒レベル

避難行動等

避難情報

警戒レベル
５

•命を守るための最
善の行動を

災害発生情報

警戒レベル
４

•全員避難！！

避難指示（緊急）、避

警戒レベル
３

•高齢者等避難

避難準備・高齢者等避

警戒レベル
２

•避難行動の準備

注意報等

（市町村が発令）

難勧告（市町村が発令）

難開始（市町村が発令）

（気象庁が発令）
９）

警戒レベル
１

•災害への心構え

早期注意情報
（気象庁が発令）

•

問い合わせ先
３６５－５３２５
３５４－８１１９

北消防署
四日市市危機管理室
四日市市北消防署

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか
（１）日時

12 月８日（日）

（２）場所

天然記念物

午前９時から 1２時※小雨実施

御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）

大池中学校南東約 350ｍ
（３）内容

除草および集草

（４）持ち物等 作業しやすく汚れてもよい服装・長靴・あれば草刈機
（５）申し込み 12 月４日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か E メー
ルで、社会教育・文化財課までお知らせください。
自家用車をご利用の方は、８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字北浦
1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。
電話：059-354-8240

E メール：syakaibunkazai@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！！
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
TEL：059‐330‐5020
FAX：059-334-0606
HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
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。
主に小学生～高校生を対象にした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。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「親子クラ
フト」も実施しています。
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、クッキングルーム、工作室や図
書室などの設備が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】
12 月 7 日
（土）

10：00～16：00

クリスマスツリー作り
紙の筒を使って、みんな
入退室自由
で作る大きなツリーと、お
（*12：30～13：30 家に飾れるオーナメントを
作ろう。
は休憩時間）

12 月 15 日
（日）

10：30～12：00

もちつき大会
みんなでついたおもち
は、プラザに飾る鏡もちに
なるよ。おもちつきの後は
ぜんざいを食べてあたたま
ろう。

対象/どなたでも
※１０：００からぜんざ
い引換券を配布します。
（先着２００名）

12 月 26 日

11：00～12：00

風船ボール作り

対象/3 歳児～小学生

ゴム風船とビニールテー
プを使って、室内用の簡単
でよくはねるボールを作ろ
う！

＊材料がなくなり次第
終了

雑巾がけ競争
雑巾レースをするよ。個
人戦、リレーなど楽しく雑
巾で遊びましょう。

対象/4 歳児～中学生
持ち物/雑巾

（木）
13：30～14：30

12 月 27 日
（金）
28 日
（土）

料金

無料

15：30～16：00

対象/どなたでも
持ち物/トイレットペー
パーの芯

多文化共生講演会開催のお知らせ

改正入管法の施行と多文化共生のこれから
～本格化する人口減少社会を迎えて～
４月の改正入管法施行で、外国人人材の受け入れが拡大され、今後、
さらに外国人市民の増加が見込まれます。多様性を尊重しながら共生社
会を築いていくために、地域の未来像を考えます。
日

時：令和元年１２月５日（木）１８：３０～２０：３０

講 師：田村太郎さん／（一財）ダイバーシティ研究所代表理事
会 場：四日市市総合会館７階第１研修室
定 員：１００名（先着順）
参加費：無料
その他：手話通訳・要約筆記あり
申し込み方法：事前にＦＡＸ、Ｅメールで①名前（ふりがな）②電話番号③所属団体（任
意）を記入の上お申し込みいただくか、直接電話でお申し込みください。
問合せ・申込み先：市民生活課 多文化共生推進室
☎０５９－３５４－８１１４／ＦＡＸ：０５９－３５４－８３１６
Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

