お 知 ら せ

平成２９年１１月

５日（№１５）

羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ３３１－４４６５
羽津地区まちづくり推進協議会
ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）
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正しい自転車の乗り方を学ぼう！！
１２月３日（日）９：００～１１：００（８：３０集合）
羽津小学校
体育館及び運動場
※詳しくは１１月上旬の回覧をご覧ください

避難訓練のご案内

主催

羽津地区連合自主防災会

皆さまで避難訓練に参加してみませんか？どなたでも参加できます。

申込方法が変わりました！
往復はがきで申し込んで下さい

１２月１５日（金）１０：００～１２：００
羽津地区市民センター
２階ホール
講 師
定 員
持ち物

下田 正由さん・四日市公害と環境未来館のみなさん
２４名（応募多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）
※羽津地区在住の方
２４名
持ち帰り用袋、剪定ばさみ（ある方のみ）
汚れてもよい、作業のしやすい服装でお越しください。
１１月２４日（金）【
申込み
１１月２４日（金）【当日消印有効】
当日消印有効】までに、往復はがきにて
までに、往復はがきにてお申し込みください。
に、往復はがきにて
【記入要領】
材料費 無料
・申込みは、お一人様１通のみといたします。複数枚の応募はできません。
・１通のはがきで申し込めるのは１名のみです。
≪往信の宛名面≫
≪返信の文面≫
≪返信の宛名面≫
≪往信の文面≫
〒510-0003

〒

９：００～１１：３０

開催場所
羽津中学校 体育館
持 ち 物
上履き、非常持ち出し袋（あれば持参ください）
※１０：００から ①避難所の設営訓練見学 ②サルビア分団の防災講習 ③「あっぱくん」を
使ったＡＥＤ体験 ④防災かるたなどの体験があります。
④防災かるたなどの体験
体験をされた方には、防災グッズをさしあげます。

＜問い合わせ先＞

指定避難所羽津中学校ブロック 代表 稀代 輝雄（きだい てるお）さん
ＴＥＬ
０９０－４８６１－６５４３

市民窓口サービスセンターの臨時休業のお知らせ

-

６２

６２
往信
四日市市大宮町13-12

返信
（この面は何も記入
しないでください）

（申込者の住所・氏名
を記入してください）

羽津地区市民センター
しめ縄飾り講座 係

＜問い合わせ先＞
羽津地区市民センター

① 住所
② 氏名
③ 電話番号
（平日の日中に連
絡がとれる番号
を書いて下さい）

１１月１１日（土）

１２日（日）

終日

※皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします
＜問い合わせ先＞

市民課
ＴＥＬ ３５４－８１５２
市民窓口サービスセンター ＴＥＬ ３５９－６５２１

羽津北小学校

例年、本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行っております。本年度も
下記の日程で試走および記録会を計画しております。地域の皆様には通行等でご迷惑をお
かけしますが、子どもたちのためにご理解いただきますよう、お願いいたします。

主催：はづ子育て支援ぴよぴよ

羽津地区在住で、幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者
５０組（先着順）
１１月２９日（水）８：３０～羽津地区市民センター窓口での受付
電話や代理での申込みは受付できません
＜問い合わせ先＞
羽津地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－４４６５

・

マラソン記録会へのご協力のお願い

１２月１３日（水）１０：００～ 志氐神社 参集殿
☆対 象
☆定 員
☆申込み

点検作業のため、下記の日程は臨時休業
臨時休業します
臨時休業

ＴＥＬ ３３１－４４６５

クリスマス会のお知らせ

回
覧

１１月１９日（日）

参加費
無 料

＜実施日・時間＞
試走日：１１月２２日（水）２４日（金）※予備日 １１月２７日（月）
時間 ９：００～１２：３０及び１３：４０～１５：００
記録会：１１月２９日（水）※予備日 １２月１日（金）
時間 ９：００～１２：００

＜問い合わせ先＞

羽津北小学校

ＴＥＬ

３３０－２００４

伊吹有喜講演会
市内に設置されている防災行政無線（固定系）の放送訓練を実施します
実 施 日 １１月１４日（火）１１：００から数分程度
放送内容 上りチャイム音（♪ピンポンパンポン↑）
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音（♪ピンポンパンポン↓）

※屋外拡声子局
市内117箇所

地域住民の皆さまに参加していただく訓練ではありません。
※ ３５１３５１-４００４（自動電話応答機能）に電話をしていただくと放送内容が確認できます。
４００４（自動電話応答機能）
＜問い合わせ先＞ 危機管理室

ＴＥＬ ３５４－８１１９

【小説が生まれる現場】

日 時 平成３０年２月１０日（土）
１４：００～１５：３０（１３：３０開場）
場 所 四日市市文化会館 第３ホール
講 師 伊吹有喜さん
聞き手 黒田加恵さん
（「文化展望・四日市 ラ・ソージュ」編集委員）
定 員 ８０人(申込制・先着順)
料 金 無料
申込み １１月１４日以降に住所、名前（最大
１１月１４日以降に住所、名前（最大4
住所、名前（最大4人まで）、電話番号、
伊吹さんに質問したい事項をメールかファクス、または市立
伊吹さんに質問したい事項をメールかファクス、または市立
図書館臨時予約貸出窓口
図書館臨時予約貸出窓口にてお申込み下さい
窓口にてお申込み下さい
＜問い合わせ・申し込み先＞
四日市市立図書館（月曜日・第２・４火曜日休館）
ＴＥＬ ３５２－５１０８ ＦＡＸ ３５２－９８９７
E-mail tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

三重県出身の作家で

あり、四日市市観光
大使である伊吹有喜
さんに、四日市市の
思い出や作家のお仕
事について、対談の
形で語っていただき
ます。

ご存知ですか？

全ての人に「児童虐待通告」の義務があります！
ひんぱんにケガや
やけどをしている

家に帰りたが
らない

よくおびえた
泣き声が聞こえる

こんな時間にこどもだけ？
（深夜のコンビニ）

べたべた大人に甘える
（または、体に触れるこ
とを極端にイヤがる）

いつも衣服が
汚れている

虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談
四日市市家庭児童相談室 : ３５４－８２７６
●こどもの虐待防止ホットラインよっかいち : ３５３－５１１０
●児童相談所全国共通ダイヤル１８９ 又は ０５７０－０６４－０００（２４時間ＯＫ）

シルバー人材センター入会説明会
＜地域入会説明会＞
◇日にち・時間・場所
１１月２７日（月）１４：００～
県地区市民センター
２階 大会議場
１１月２８日（火）１４：００～
あさけプラザ
２階 第１小ホール
１１月２９日（水）１４：００～
塩浜地区市民センター ２階 ホール
◇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
◇持ち物：筆記用具 ※ 当日入会手続きをしていただく場合は、①～⑤をご持参下さい
① 印鑑 ② 顔写真（３×４㎝） ③ 年会費３，６００円
④ 銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
⑤ 運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
※会場への問い合わせはご遠慮ください。
＜定期入会説明会＞
◇日にち・時間
毎月第２水曜日１３：３０～
◇場 所
四日市市シルバー人材センター（十七軒町９－１０）
※持ち物・対象は、地域入会説明会と同じ
＜問い合わせ先＞
四日市市シルバー人材センター
ＴＥＬ ３５４－３６７０
ＦＡＸ ３５１－４８３０

秋の火災予防運動
火の用心

１１月９日～１５日

ことばを形に 習慣に

これからの季節は暖房器具を使うなど、火を使う機会が増えますので、次のことに気を
つけて、火事を起こさない環境をつくりましょう。
～火災の原因～
平成２９年８月末現在の四日市市消防本部管内で発生した火災は６９件（前年比－４件）
で、その主な原因は、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≫
つの習慣≫
寝たばこは、絶対やめる。
ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
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≫
つの対策≫
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
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。
火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
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
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。また、住宅用火災警報器本体の交換目安は１０年です。
＜問い合わせ先＞
四日市市消防本部予防保安課
ＴＥＬ ３５６－２０１０
ＦＡＸ ３５６－２０４１

四日市市制施行１２０周年記念市民企画イベント募集について
市制施行１２０周年をともに盛り上げていただける「市民企画イベント」について、
本年４月より募集受付を行ってきましたが、予定より早く予算額に達する見込みとな
りました。当初１月までとしていた募集期間を１１月末に締め切ることとなりました
のでお知らせします。
○募集期間
４月１日から１１月３０日
４月１日から１１月３０日まで
１１月３０日まで
※当補助金の申請を予定している団体にあっては、早めに事務局にご相談ください。
＜問い合わせ先＞

政策推進課 ＴＥＬ ３５４－８１１２

ＦＡＸ ３５４－３９７４

