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『小山田地区市民センターから
小山田地区市民センターから敷地内禁煙に関するお願い
地区市民センターから敷地内禁煙に関するお願い』
敷地内禁煙に関するお願い』
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、受動喫煙対策が強化されます。
これにあわせて市内の全地区市民センターは、７月１日から敷地内全面禁煙となります。
当センターにおいても玄関付近に設置されている灰皿を撤去させていただきます。
望まない受動喫煙をなくすため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
小山田地区市民センター館長
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※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民
に限らせていただきます。
※会場および駐車場のスペースには限りがあり
ますのでご了承ください。

７月５日（金）

JA小山田支店
JA小山田支店

ぜひ、ご参加ください

■問い合わせ 広報マーケティング課
（TEL３５４－８２４４ FAX３５４－８３１５）

１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０

ニュースポーツ（ボッチャ）の講習会を開催いたしますので、小山田地区の皆さんのご参加をよろしく
お願いします。ボッチャはパラリンピックの正式種目で、カーリングに似た体育館（室内）で行う競技です。
子どもから高齢者の方まで気軽にできるスポーツです。
小さいお子さんから参加できますので、是非この機会に体験してみてください。
日 時：７月７日（日） 集合：８：３０ 開始：９：００
参加費：無 料
場 所：小山田小学校 体育館
申 込：不 要
持ち物：体育館シューズ、動きやすい服装、飲み物、タオル
問い合わせ：団体事務局 ＴＥＬ：３２８－３３２０
小山田地区社会福祉協議会 ・ 保健体育部

６月定例月議会の議会報告会を、令和元年７月１０日、１２日に開催します。常任委員会ごとに１８時３０分か
ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民
の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または
通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお
越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

日 時

令和元年７月１０日（水）
１８：３０～２０：４５

令和元年７月１２日（金）
１８：３０～２０：４５

常 任
委員会

総 務

所 管
事 項

市政の企画、財務、
危機管理、消防、シ
ティプロモーションなど

教育、こども、
健康福祉など

商工業、農林水産
業、市民文化、市
立病院など

道路、住宅、上下水道、
環境衛生、国体など

下野地区市民センター
２階大会議室

橋北交流会館
３階 第６会議室

ララスクエア四日市
４階 わくわく・
ふれあい広場

川島地区市民センター
２階大会議室

安島１－３－３１

川島新町１

会 場

朝明町９１４－３

教育民生

東新町２６－３２

産業生活

都市・環境

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。また、全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要）。
※天候等により中止となる場合がありますので、予めご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、予めご了承願います。
※産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場につきまして
は有料となります。
問い合わせ：議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

１．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．日頃から暑さに備えた体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。

健康づくり課 TEL：３５４－８２９１

ウラ面もご覧ください

第69回「社会を明るくする運動」強化月間
69回「社会を明るくする運動」強化月間 講演会のご案内
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力・推進を～
法務省主催 担当：四日市保護司会 小山田、水沢地区保護司
児童虐待への対応に関わり、市内の状況や実態について事例を上げ、課題や成果、関係機関との
連携、地域でしなければならないこと等についてお話をしていただきます。
演
日
場
講

題
時
所
師

：『虐待の現状と防止』
：７月１１日（木）１９時３０分～２１時
：小山田小学校視聴覚室（東校舎４階）
：四日市市役所 こども保健福祉課 家庭児童相談室 飯田侑里さん
担当：四日市保護司会西部部会
小山田地区保護司：伊藤久子、伊藤佐智子、長田大樹
水沢地区保護司：鎌田久和、市橋義幸
連絡先：鎌田久和 携帯ＴＥＬ０９０－７９１５－４２６６

生活に欠かすことのできない水道や下水道がどのような仕組みになっているか知っていますか？水質検査
の実験や施設見学など体験型学習を通じて楽しく学んでいただけます。
①対象：市内に在住する小学４年生以上の子どもとその保護者 ，②日時：７月２７日（土） １０：００～１６：００
③場所：四日市市上下水道局（堀木一丁目）ほか ，④定員：４０名（２０組）（応募多数の場合は抽選）
⑤料金：無料 ，⑥持ち物：昼食や飲み物、帽子、タオルなど
お申込み：７月５日（必着）までに、住所、名前、電話番号を、電話かファクス、メールで上下水道局総務課へ
ＴＥＬ ３５４-８３５０，ＦＡＸ３５４-８２４９ ， Ｅ-mail：suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp

※屋外の施設も見学しますので、動きやすい服装でご参加ください。

ユネスコ無形文化遺産
「鳥出神社の鯨船行事」サポーター・公開講座参加者募集
文化にふれる（その１）

ユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」。見るだけではわからない祭りのことを学んで８月１４日，１５
日の行事を一緒に盛り上げませんか。
［日 時］サポーター講座６月３０日，７月７日，１４日，２１日，２８日（各日曜日）１４：００～１５：３０
（うち７月７日，２８日は公開講座 ）
［会 場］富田地区市民センター２階ホール
［内 容］富田の鯨船の歴史、基本的な鯨船行事の流れなど
公開講座
７月７日「天下の勇祭『富田の鯨船』」、内容：鯨船行事と東海地方の山車文化
７月２８日「熊野太地と『六鯨』」、内容：熊野灘の古式捕鯨
［その他］料金：無料 サポーター講座は事前申し込みが必要、公開講座は申し込み不要
詳しくは、『広報よっかいち』5月下旬号、ＨＰ「とりでじんじゃのくじらぶね」をご覧ください
問い合わせ：社会教育・文化財課

TEL 354-8238 / FAX 354-8308/E-mail.syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

文化にふれる（その２）

「市指定文化財『旧四郷村役場』の魅力に迫る！」

第３弾シンポジウムの開催！！
市の指定文化財である「旧四郷村役場」は、令和３年をもって築100年を迎えます。“日本
一の村役場”といわれたこの建物を、さらに100年後に継承することを目指してシンポジウム
を開催します。
市民のみなさまに「旧四郷村役場」の文化財的価値を知っていただくとともに、今後の保
存活用についてのご意見をお聞かせください。
場 所：四日市商工会議所ホール（
四日市商工会議所ホール（諏訪町2
諏訪町2-5）
日 程：７月６日（
７月６日（土）
時 間：13:
13:00～
00～15:
15:40（
40（受付12
受付12:
30～）
12:30～
入 場：料金無料
：料金無料 申込不要
駐車場：
駐車場：市営中央駐車場をご
市営中央駐車場をご利用ください
問い合わせ：社会教育
問い合わせ：社会教育・
社会教育・文化財課 ＴＥＬ３５４－８２３８

文化にふれる（その３）

◆『夏季企画展 古代衣装の彩り ～色のレシピと藍染～』
～色のレシピと藍染～』
７月３日（水）～９月１６日（月・祝） ９：００～１７：００
（月・火曜日は休館。祝日は開館。７月１７日（水）は臨時休館）
●展示解説会（当日参加自由、無料）
展示解説会（当日参加自由、無料）
７月７日（日），２７日（土），８月１８日（日），３１日（土） いずれも１０：００から
（７月２７日は小学４年生～中学３年生向けに解説します）
●ハンカチを青く染めよう！（要申込み
ハンカチを青く染めよう！（要申込み15人、無料）
ハンカチを青く染めよう！（要申込み 人、無料） ８月９日（金） １０：００～１２：００
〔対象〕小・中学生（小学生は保護者同伴） 〔内容〕古代からの染物を体験します

染物に使う藍（あい）

◆『久留倍官衙遺跡で自由研究！～古代の役所のおしごと体験
『久留倍官衙遺跡で自由研究！～古代の役所のおしごと体験!?～
で自由研究！～古代の役所のおしごと体験 ～』（要申込み各回１０人）
７月２５日(木)，３１日(水) いずれも１０：００～１１：００（９：００受付開始）
〔対象〕小学６年生～中学３年生〔内容〕古代衣装を着て古代の役所の仕事を勉強します

※「ハンカチを青く染めよう！」「久留倍官衙遺跡で自由研究！」は申込みが必要です。
「ハンカチを青く染めよう！」「久留倍官衙遺跡で自由研究！」は申込みが必要です。

久留倍官衙遺跡公園に新しく八脚門が完成したことにあわせて、奈良時代を中心に、古代の役所の門
などについてパネルで紹介します。
〔期 間〕６月１９日（水）～７月１２日（金）９：００～２１：００
間〕
（火曜日は休館。初日は午後から、最終日は午前まで）
〔開催場所〕三浜文化会館（海山道町）
〔開催場所〕
●展示解説会
〔日 時〕６月２９日（土）１４：００から
時〕
〔会 場〕三浜文化会館（海山道町）
場〕
〔内 容〕学芸員が分かりやすく説明します
容〕
〔その他〕料金無料、申し込み不要
〔その他〕

久留倍官衙遺跡の八脚門（復元）

上記、「くるべ古代歴史館～夏季展示イベント～」ならびに「くるべ古代歴史館出張展示 古代の門」
についての詳細は、『広報よっかいち』６月下旬号、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（http://www:city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。
問い合わせ：社会教育・文化財課 くるべ古代歴史館
ＴＥＬ：３６５－２２７７， ＦＡＸ３６５－２２８８ Ｅ-Ｍａｉｌ：kurube@city.yokkaichi.mie.jp

