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市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
試験放送を実施します
日時 ５月１６日（水）１１：００ごろから数分程度
試験放送内容
放送機器
放送・吹鳴内容
市内全ての防災行政無線（固定系）屋外拡声子局（１１９箇所 ）および
ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放送されます。

材料費
無料
ダンボールコンポストは、材料も安く、毎日の生ごみをコンポストに入れるだけの簡単な作業なので、
誰でも気軽に始められます。気になる臭いもあまりありません。
堆肥化することで家庭から出る生ゴミが減り、できた堆肥を家庭菜園などで利用することで、生ゴミ
が資源に変わり、ダンボールコンポストで、地球と体にやさしい循環型生活をぜひ試みてください。
日 時：１回目 ６月 ６日（水） １４：００～１６：００
ダンボールコンポストの作り方を習います
２回目 ６月２０日（水） １４：００～１６：００
アフターフォロー講座、使い始めての不安や疑問を相談できます
場 所：羽津地区市民センター ２階ホール
定 員：１５名
講 師：四日市ダンボールコンポストの会
持ち物：筆記用具
その他：帰りにミカン箱くらいの荷物があります
申込方法：５月１８日（金）８：３０より、窓口または電話にて受け付けます
（定員になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ先

羽津地区市民センター

TEL ３３１－４４６５

防災行政無線
（固定系）

【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 ）

※ 地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●059-351-4004（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。
問い合わせ先

危機管理室

TEL ３５４－８１１９

平成３１年１月１４日（月・
平成３１年１月１４日（月・祝）四日市ドームで開催します。
月・祝）四日市ドームで開催します。
対象となる方は、ぜひご参加ください。
開催日
時 間

平成３１年1月１４日（月・祝）
開場 １２：００
開演 １３：００（式典は１時間程度を予定）

場 所
対象者

四日市ドーム
平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの方

その他

・ 四日市市文化会館が工事のため、
四日市市文化会館が工事のため、会場が変わります。
会場が変わります 。 ご注意ください。
ご注意ください 。
・入場受付は行いません。
・酒類等の飲食物の持ち込みはできません。
（入場をお断りする場合があります。）

羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ
◎がん検診を受診するには申し込みが必要です
（肺がん・結核検診のみ、２８・２９年度に受診された方は申し込み不要です。）
◎詳細は「広報よっかいち４月下旬号」と同時配布された、別冊「がん検診のお知らせ」をご覧ください
日程

検診内容

８月３０日（木）

肺がん・結核検診
胃がん検診

時間
９：００～１１：３０
１３：００～１４：００

申し込み締め切り
８月１５日（水）

午前

問い合わせ先
こども未来課 青少年育成室 TEL ３５４－８２４７
※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いただけます。

１０月２９日（月）
子宮頸がん検診

午後

１０月３０日（火）

１０月１日（月）
大腸がん検診

午前・午後

乳がん検診（マンモグラフィ）

午前・午後

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1497329357776/index.html

１０月３１日（水）

問い合わせ先

回
覧

健康づくり課

TEL ３５４－８２８２

軽自動車税
（全期）

納期限は５月３１日(
５月３１日(木)です

公共下水道へ接続し、下水道をご利用ください
公共下水道への接続にご協力ください。下水道への接続に関し、下記のとおり補助制度等がございます。
なお、全ての制度に適用条件などがありますので、必ず事前に生活排水課へご相談ください。
詳しくは、広報よっかいち４月下旬号をご覧ください。

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、
暑い夏を元気に過ごしましょう。
１．室温が２８度を超えないよう、上手にエアコンや扇風機を使い、
部屋の中を涼しくしましょう。
２．喉が渇いた、と感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
３．日頃から体力づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠といった
体調管理を行いましょう。
問い合わせ先

健康づくり課

◆公共下水道接続促進補助金制度
市民税非課税世帯を対象に公共下水道への接続工事費の一部を補助します。
◆共同住宅排水管設置費補助制度
アパートなどの共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事費用の一部を補助します。
◆水洗化工事費積立奨励金制度
下水道への接続工事費用を事前に預貯金に積み立てて、工事を行った人へ奨励金を交付します。
◆水洗便所改造資金融資あっせん利子助成制度
供用開始区域内の家屋（新築・増築、事業用、共同住宅を除く）の接続工事費の融資を金融機関に斡旋し、
その利息に相当する金額を助成します。

TEL ３５４－８２９１
問い合わせ先

上下水道局

生活排水課

TEL ３５４－８２２１

FAX

３５４－８３７５

子育てを地域で支えあう

地域包括ケアシステムの構築に向けた講演会を開催します
超高齢社会を迎え、地域での支えあいはますます重要となってきます。住民が中心となっ
て立ち上げた、「高齢者を中心とした集まりの場づくり」や「日常生活の支援」の取り組み
を紹介するパネルディスカッション等を開催しますので、ぜひ、これからの地域での活動の
参考にしてください。

日時

５月１９日（土）１４：００～１６：００（開場１３：３０）

場所

四日市市総合会館

８階

視聴覚室

内容
第１部

第２部
第３部

料金

基調講演 １４：００～１４：３０
講師
名古屋経営短期大学 大橋 美加子 氏
（地域福祉計画検討委員会ワーキングリーダー）
事例報告 １４：３０～１５：１０
ちょボラ かわしま（川島） ・ あがたが丘協議会（県）
パネルディスカッション
１５：１５～１６：００
テーマ
「事業を立ち上げるきっかけと地域との関係づくりについて」
コーディネーター 三好 禎之 氏（名古屋経営短期大学 教授）
パネリスト
大橋 美加子 氏（名古屋経営短期大学 講師）
横山 正明 氏（ちょボラ かわしま 事務局長）
中川 敏雄 氏（あがたが丘協議会 会長）
六代 滋 氏 （市社会福祉協議会 地域福祉課）
無料（事前申し込み不要・どなたでも参加できます）

問い合わせ先

健康福祉課

TEL ３５４－８１０９

FAX

あいさつが 絆を深める まちづくり
みんなであいさつ つながる輪

３５９－０２８８

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」
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。
場
所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館
※ ５月２７日（日）のみ、四日市市三浜文化会館
申込方法：電話、FAXにて５月１９日（土）までにお申し込みください。
テキスト代：2,0５0円
日
時
５/２６（土） ９：３０～１６：００
５/２７（日） １０：００～１６：００
６/ ２（土） ９：３０～１１：３０
６/ ３（日） １０：００～１５：３０
６/１０（日）

９：３０～１５：３０

６/１６（土） １３：３０～１５：３０

内
容
相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活
子どもの心と身体の発達・小児看護
子どもの世話（あそび）
子どもの病気・子どもの心に寄り添う
子どもの安全と事故・救急法
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

「依頼会員講習会と新規登録会」
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、
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、すでにご利用
されている方も、受講してください。
日
時：７月１日（日） １３：００～１５：００
※講習会終了後、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：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ
申込方法：電話・FAXにてお申し込みください
定
員：３０名程度（先着順に受け付けます）

申し込み・問い合わせ先 四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX ３２３－００２３
※ 託児 有／無料（事前にお申し込みください）

