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令和元年１１月２０日
１６号

１１月６日（水）市役所７階部長会議室においてスポーツ功労者表彰が行われ、北倉康敬さんが表彰され

ました。

スポーツ
地域有功賞

北倉 康敬さん

１１月１１日（月）文化会館第１ホールにおいて四日市市社会福祉大会表彰が行われ、以下の３名の方が表彰
されました。

北尾
平尾
小住

喜子さん（小山町）四日市市長表彰
誠幸さん（山田町）四日市市社会福祉協議会会長表彰
秀樹さん（小山町）四日市市社会福祉協議会会長感謝

受付中♪
日 時：１２月２日（月）１０：００～１２：００
場 所：小山田地区市民センター ２階 実習室
講 師：花村 明日香さん（飾り巻き寿司マスターインストラクター）
定 員：１２名 （定員になり次第締め切らせていただきます）
材料費：１，０００円
持ち物：包丁、巻きす（３０㎝四方）、エプロン、三角巾、
新品のふきん（食材をはさみます）
台ふき、筆記用具、持ち帰り用の容器

申込み
問合せ

日 時：１２月１３日（金）１０：００～１１：３０
場 所：小山田地区市民センター ２階 会議室
講 師：ＮＰＯ法人 花里 副理事長 伊藤 千里さん
定 員：２５名 （定員になり次第締め切らせていただきます）
材料費：２，０００円
持ち物：エプロン、新聞紙

小山田地区市民センター窓口または電話にてお申し込みください。
小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

文 化祭が行 わ れ ま し た
１１月３日（日）に第３８回小山田地区文化祭が開催され、舞台発表、作品の展示や模擬店、小山田鼓笛隊
の演奏や小学生による合唱、サークル発表などもあり、たくさんの方で賑わいました。

作品展示

ウクレレ演奏

また、１１月４日（月・祝）、素晴らしい秋空の下、小学校運動場で体育振興会主催の「秋季グラウンド
ゴルフ大会」が実施されました。結果は下記の通りです。
優勝

伊藤 忍さん （山田町）

準優勝

並木 勝己さん （鹿間町）

３位

豊田 敏正さん （西山町）

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人を募集しています。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人も募集しています。
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人には、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人も改めて登録をしてください。
日
時：１２月１４日（土）１８：００～
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
申込方法：１２月１１日（水）までに下記内容を、電話、ＦＡＸ、またはＥメールでこども未来課までお申込みください。
①住所 ②名前 ③電話番号 ④ファックス番号 ⑤Ｅメールアドレス

問い合わせ：こども未来課 学童保育係
ＴＥＬ：３５４－８４６４ ＦＡＸ：３５４－８０６１

Ｅメール：gakudou@city.yokkaichi.mie.jp

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
（２）場 所
（３）内 容
（４）持ち物等
（５）申し込み

１２月８日（日） 午前９時から１２時 ※小雨実施
天然記念物 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
除草および集草
作業しやすく汚れてもよい服装・長靴・あれば草刈機
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。

問い合わせ：社会教育・文化財課 ＴＥＬ：３５４－８２４０

Ｅメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

市民・消費生活相談室では、悪質商法の手口や対処法についての出前講座を無料で開催しています。
悪質商法の実態や、それぞれのケースの対処法について、専門の資格を持った消費生活相談員がお話します。
★対象：市内在住または在勤の方で、１０名以上のグループ
★日時：ご希望の日（平日）の昼間１～２時間
★申込先：市民・消費生活相談室窓口もしくは、室のホームページ「消費生活講座・啓発ビデオ貸し出しのご案内」
をご覧ください。
★その他：会場は申込者でご準備ください。また、日程によってはご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。
★１回１５分程度で、行政職員が簡単なお話をさせていただくワンポイント講座もご用意しております。
土日や夜間も可能です。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ：市民・消費生活相談室（市役所１階）

ＴＥＬ：３５４－８１４７

ＦＡＸ：３５４－８４５２

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：１２月５日（木） １８:
１８:３０～２０:
３０～２０:３０
講 師：田村 太郎氏／（一財）ダイバーシティー研究所代表理事
会 場：四日市市総合会館７階第１研修室
場：四日市市総合会館７階第１研修室
定 員：１００名（先着順）
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。
問い合わせ・申込み：市民生活課 多文化共生推進室

ＴＥＬ：３５４－８１１４

FAX：３５４－８３１６

Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

日

時

内

容

１０：００～１６：００（随時）
１２月７日（土）
１２：３０～１３：３０（休憩）

クリスマスツリー作り

１２月１５日（日）

１０：３０～１２：００

もちつき大会

１２月２６日（木）

１１：００～１２：００
１３：３０～１４：３０

風船ボール作り

１２月２７日（金）
１２月２８日（土）

１５：３０～１６：００

雑巾がけ競争

そ

の

他

対 象：どなたでも
持ち物：トイレットパーパーの芯
対象：どなたでも
定員：２００名
※ぜんざい引換券（食べていただける対象年齢は３歳以上から）
対象：３歳児～小学生
※材料がなくなり次第終了
対 象：４歳児～中学生
持ち物：雑巾

料金：無料 事前申込：不要 ※詳細はホームページをご確認ください。HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
問い合わせ：こども子育て交流プラザ（東新町２６－３２ 橋北交流会館４階）ＴＥＬ：３３０－５０２０ ＦＡＸ:３３４－０６０６

現在、小山田地区市民センターにあるサイレンは、午前１１時３０分と午後６時に吹鳴してい
ます。これにつきまして、１２月１日（日）から午後６時を取りやめ、午前１１時３０分のみ吹鳴
することとなりましたのでお知らせいたします。
JA小山田支店
JA小山田支店

１２月６日（金）

１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０

潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるように、
または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対して研修を
開催いたします。（少人数で受講しやすい講座です）
○第３回 開催期間・受付期間
①開催日 令和２年１月７日、１４日、２１日、２８日、２月４日（いずれも火曜日）、２月１２日（水曜日）
②開催場所 四日市看護医療大学
③受付期間 令和元年１２月２７日（金）まで（※受付期間が過ぎても１月６日まで受け付け可）
○研修プログラム
日時

12:30

午後（13：00～14：30）

テ オ 訪問看護概論①
リ 四日市市における地域医療の取り組み
ン
シ エ 講師：社会福祉法人富田浜福祉会
ン
理事長 鈴木 廣子氏
訪問看護概論①
訪問看護をめぐる諸制度(含む介護保険制度)
講師：ときわ訪問看護ステーション
管理者 永田 三津子氏
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、 藤田 佳子 氏
在宅ケアシステム論
社会資源
講師：四日市市役所
ー

1/14
（火）

1/21
（火）

1/28
（火）

1/7
（火）

ョ

1/7
（火）

1/14
（火）

1/21
（火）

1/28
（火）

訪問看護技術⑤
医療安全（感染予防）
講師：市立四日市病院
感染管理・認定看護師 奥村 恵美子氏

2/4
（火）
2/12
（水）

午後（14:40～16：10）

日時

2/4
（火）

訪問看護概論①
訪問看護の役割・機能・特性
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
管理者・訪問看護認定看護師 松下 容子氏
訪問看護対象論②
訪問看護の対象となる在宅療養者(利用者の特性)
講師：四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション
訪問看護 認定看護師 中村 いお美氏
訪問看護技術⑤
フィジカルアセスメント（演習）（呼吸循環）
講師：四日市看護医療大学
小笠原 ゆかり氏、藤田 佳子氏
訪問看護技術⑤
訪問看護師に必要な人間関係基礎技術
講師：有限会社 だいち
代表 福本 美津子氏
訪問看護技術⑤
医療安全（医療事故、倫理も含む）
講師：四日市看護医療大学
豊島 泰子氏

訪問看護ステーション見学（9：00～15：00）

15:00～まとめ

○受講資格
以下の要件を満たす方を対象とします。
１．再就業を希望する潜在看護師 ２．訪問看護に興味のある現役看護師
３．訪問看護師になりたい方
４．全日程参加できる方
（※全日程参加が難しい方は、健康福祉課でご相談に応じますので、下記問い合わせ先までご連絡願います）
○問い合わせ 健康福祉課 企画係 ＴＥＬ ３５４－８２８１ （担当：栗田）

市⺠リポーター募集
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。

オーディション日／場所
令和２年２月１日（
令和２年２月１日（土）／総合会館７階

放送時間（１５分間）
⽉・⽔・⾦・⽇ 9:30、20:30 、
火・木・土
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。
伝えたい。四日市
のいいところ」
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、郵送または
直接、〒510－8601

諏訪町1－5

四日市市役所

広報マーケティング課までお

申し込みください。

その他

市民リポーター
募集ページ

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 ＴＥＬ３５４－８２４４ ＦＡＸ３５４－８３１５

