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※ 『広報よっかいち』の１２月下旬号とごみ収集日程表でもお知らせしています。
ご み の 種 類
可燃ごみ

年

火・金 収集区域

末

１２月３１日（火）まで

破砕ごみ・資源物・ペットボトル

年

始

１月７日（火）から

収集日程表のとおり

粗大ごみ戸別有料収集の受付

１２月２７日（金）まで

１月６日（月）から
１月６日（月）から

し

尿

１２月２８日（土）まで

※１月４日（土）は午前のみ
収集

１２月３１日（火）まで

四日市市クリーンセンター
処理施設
受入

午前８時３０分～１２時
午後１時～４時３０分

※１２月２８日（土）は住民のみ
※１２月２９日（日）は休み

１月６日（月）から
※１月４日（土）は住民のみ

楠衛生センター（資源物のみ）
午前８時３０分～１２時
午後１時～４時

１２月２７日（金）まで

１月６日（月）から

１１月１７日（日）保々中学校において、第２７回グラウンドゴルフ大会が開催されまし
た。８０歳以上の高齢者（２６人）も含め１３０人の方に参加していただきました。
朝早くから準備していただきました各地区体育委員をはじめ関係者の方々、お疲れ様でし
た。ありがとうございます。

☆優勝
☆２ 位
☆３ 位
☆４ 位
☆５ 位
回
覧

堀
宮嵜
森島
天春
市川

英一さん
久さん
清子さん
八侑さん
とし子さん

（小牧町南）
（高見台）
（西村町新田）
（中野町中瀬古）
（中野町一色）

朝明高校が高校ラグビー三重県大会にて優勝しました。
８大会連続１０回目の全国大会出場となります。
みなさん応援よろしくお願いします！！
１２月７日(土)に組み合わせ抽選会が行われ試合の日程が決まります。
応援列車などの案内は朝明高校ホームパージをご覧ください。
http://www.mie-c.ed.jp/hasake/index.html

下野小学校・県小学校
◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間

＝
＝
＝
＝

給食パートを募集（１月中旬からの勤務です）

小学校給食調理員補助（給食パート）各１名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
下野小：午前８時４５分～午後３時３０分（労働時間６時間）

県小：午前８時２５分～午後３時１０分（労働時間６時間）
◇時 間 給 ＝ ９５０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電
話のうえ、履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、
面接を実施します。
◇応募期間 ＝

１２月５日（木）～１２月１８日（水）

図書室に新しい本が入りました
１２月１７日（火）から貸し出し開始します。
✬一般書
✬よっかいちの自然

－寄贈本－

（四日市市環境部）

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。

固定資産税・都市計画税
（第３期）

納期限は

12 月 25 日(水)です

令和元年度

市民向け在宅医療講演会

「看取り期の支援を考える」
厚生労働省は、２０１８年に『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関する
ガイドライン』を改訂し、看取り期の在り方について、患者もしくは家族の意向を尊重
すること、医療従事者と話し合いを重要視することを方針として打ち出しています。
この講演会では、看取り期の支援を考えると題し、在宅医の視点から「四日市市の在
宅における看取りの現状」をお話頂くとともに、看取り期にある人に好きだったものを
家族に囲まれながら食べてもらう「お食い締め」の支援を長年にわたり行っている講師
より、人生最後の食支援についてお話いただきます。
日
場
内

時：令和２年１月２６日(日)
１３：３０～１５：３０（開場１３：００）
所：四日市市総合会館８階 視聴覚室
容：第１部
『四日市市の在宅における看取りの現状について －在宅医の視点から－』
講師 山中 賢治(やまなか けんじ) 氏
笹川内科胃腸科クリニック院長・四日市医師会
第２部
『人生最後の食支援を問う

副会長

「お食い締め」－死から生まれるもの－』

講師 牧野 日和(まきの ひより)氏
愛知学院大学 心身科学部 准教授/歯学博士/言語聴覚士
料 金：無料
定 員：２００人(申込不要)
問い合わせ：健康福祉課（TEL354-8281 FAX359-0288）

クイズに挑戦したり、スタンプを集めながら、一緒に楽しく歩いてみませんか。
開催日
受付
料金
申し込み
対象者
その他

令和元年１２月２０日（金） １4:00～１6:00
イオンモール四日市北 専門店街１階エスカレーター横
無料
不要
２０分程度ウオーキングできる方（小学生以下は保護者同伴）
・参加者には参加賞の配布有り（先着 200 個限定）。
・当事業に参加で、四日市市健康マイレージ 100 ポイント加算となります。

【お問い合わせ】

健康づくり課

（電話：354-8291）

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

新規援助会員講習会のお知らせ
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域
で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？
受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、援助会員
として登録できます。１講座からでも受講できます。
子育て真っ最中の人や孫育て中の人にもお薦めで、
役に立つ内容です。受講後の登録は任意となっていま
すので、ぜひご参加ください。

場
所 ：三浜文化会館
申込方法 ：電話にて令和 2 年１月１８日(土)までにお申し込みください。
テキスト代：2,0５３円
そ の 他 ：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター

TEL／FAX
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

日時

323-0023

内容

1/25(土)

10:00～15:30

相互援助活動の趣旨・子どもの病気

2/1(土)

10:00～16:00

子どもの心と身体の発達
小児看護

2/2(日)

10:00～16:00

2/8(土)

10:00～16:00

2/9(日)

10:00～15:30

子どもの世話(あそび)
子どもの栄養と食生活
子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う
発達障害について その子どもとの接し方
援助活動を円滑に進めるために 講習のまとめ

「令和元年度 第 4 回 依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただ
くために、平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受
講してください。
日

時：令和 2 年 3 月 7 日(土) １３：００～１6：００
＊講習会は 14：30 終了です。その後、希望される方は依頼会員の登録
手続きをいたします。
場
所：三浜文化会館
定
員：保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込方法：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
保
育：有り/無料 ※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
TEL／FAX

323-0023

活動期間 ①リハーサル大会
令和２年５月から令和２年１０月までの間
②三重とこわか国体・三重とこわか大会
令和３年９月から令和３年１０月までの間
対
象 平成２１年４月１日以前生まれで下記のいずれかに該当するもの
①原則、四日市市に在住または通学・通勤している方
②四日市市に活動の拠点を有する団体
※その他応募方法などの詳細は、地区市民センター窓口にある「ボランティア募集のチラシ」
またはホームページをご覧ください。
四日市市 国体

検索

問い合わせ先：国体推進課 ℡ ３５４－８４６２

市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ―チャ―の指導の下、
楽しく交流しながら学びませんか。
■対

象：１６歳（高校１年生）以上の人

■場

所：国際交流センター

■定

員：各講座２０～２５人（先着順。６人以下の場合は不開講）

■受講料：各講座１３，５００円（全１０回。プリントテキスト代込み）
■講座開講期間：令和２年１月１４日（火）～３月２７日（金）
■おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャー・トラベルほか）
ポルトガル語（入門・初級）・スペイン語（入門・初級・中級）
ハングル（入門）
・中国語（入門・初級）
・ベトナム語（入門・初級）
タイ語（入門・初級）
■申込み方法：１２月２７日までに受講希望講座名・住所・名前・電話番号・メールアドレス・語
学レベル・受講動機を往復はがきかファックス、メールで、または国際交流センタ
ーへ
■詳しくは、四日市国際交流センターのホームページ（https://yokkaichi-shinko.com/yic/）または各
地区市民センターにある募集案内で詳しい内容を必ずご確認の上、お申込みください。
■お問い合わせ・お申込み：四日市国際交流センター
(四日市市諏訪町１－５

四日市市役所北館５階）

☎０５９－３５３－９９５５（月曜日・祝日・年末年始休館）
９：００～１７：００
メールアドレス：yic@yokkaichi-shinko.com

１、採用予定日
２、採用予定人数
３、主な業務
４、受験資格

５、試験日と会場
６、

令和２年３月１日
１人程度
諸問題を抱える女性の相談や支援ほか
昭和３５年３月２日以降に生まれた人 など
詳しくは、男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）で配
布する試験要項をご覧いただくか、市ホームページ「職員募集」をご覧
ください。
令和２年１月１３日（月・祝）男女共同参画センター（本町プラザ３階）
１２月１９日木曜日（必着）で郵送又は直接男女共同参画センターへ
（直接の場合、祝日を除く火～土曜の８：３０～１７：１５）
〒510-0093 四日市市本町 ９－８
本町プラザ３階
男女共同参画センター

