
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山田地区市民センター 

TEL ３２８－１００１ 

FAX ３２８－８０００ 

ホームページアドレス 

http://oyamada3320.sakura.ne.jp 

令和３年１０月２０日 
  
１４号 

おうちで子育てをしている保護者の方とお子さんの交流の場として 

「子育てひろば」を開催しています。お気軽にご参加ください。 

１１月１０日（水）親子ふれあい体操 

１１月２５日（木）フリールーム 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、

中止・変更となる場合がございます。 

☆場 所  小山田地区市民センター     ☆時 間  10:00～11:30 

☆対 象  未就学のお子さんと保護者の方  ☆参加費  年間 300 円 

☆申込み・問合せ  小山田地区市民センター TEL 328-1001 

子育てひろば代表 矢田 TEL 090-9264-8651 

自動車文庫  １１月１０日（水） 

JA小山田支店    10:10～10:40 

鹿間町自治会広場  10:50～11:20 
 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合がございます。 

 

【児童書】 

☆なまえのないねこ〈竹下文子〉 

☆ねこのジョン〈なかえよしを〉 

 

【一般書】   

☆老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵 88〈樋口恵子〉 

☆さよならも言えないうちに〈川口俊和〉 

☆民王 シベリアの陰謀〈池井戸潤〉 

☆透明な螺旋〈東野圭吾〉 

☆もしあと１年で人生が終わるとしたら？〈小澤竹俊〉 

☆結局、自律神経がすべて解決してくれる〈小林弘幸〉 

 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
 

８月定例月議会の議会報告会を、令和３年 11 月１日、２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、意見交換も行います。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。 

◆新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、よっかいち市議会だより６月定例月議会号（8 月 5 日発

行）の掲載内容から終了時刻を変更したためご了承ください。 

 

日 時 
令和３年 11 月１日（月） 令和３年 11 月２日（火） 

１８：３０ ～ １９：４５ １８：３０ ～ １９：４５ 

常 任 
教 育 民 生 産 業 生 活 総   務 都市・環境 

委員会 

所 管 

事 項 

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  

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 

道路、住宅、上下水道、

環境衛生、国体など 

会 場 

四郷地区 

市民ｾﾝﾀｰ 

保々地区 

市民ｾﾝﾀｰ 

海蔵地区 

市民ｾﾝﾀｰ 

常磐地区 

市民ｾﾝﾀｰ 

2 階大会議室 2 階会議室 2 階中会議室 2 階大会議室 

室山町 645-1 市場町 3039-5 大字東阿倉川 622-1 城西町 8-11 

 ※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。 

※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。 

 
【問合せ】 四日市市議会事務局 議事課 TEL 354-8340 

『その電話、詐欺かも！』 

医療費や保険料などの還付金詐欺の被害が増えています。市役所

の職員が「還付金がある」と電話し ATM の操作をお願いすること

はありません。少しでもおかしいと思ったら、市民・消費生活相談

室までお問い合わせください。 

また、市では特殊詐欺被害防止を目指し、啓発ステッカーを作成

しました。固定電話や電話機周辺の目につく場所に貼っていただき、

日頃から防犯意識を高めましょう。ステッカーは、市役所 1 階の市

民・消費生活相談室、または地区市民センターで配布しています。 

 
【問合せ】 市民・消費生活相談室 TEL 354-8147 

 

 

特殊詐欺防止・啓発のステッカーを作成しました 

 



  

多くの場所で新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が急速に進んでいます。 

ワクチンの接種は強制ではなく、健康上の理由などにより接種を受けられない人もいま

す。職場や周りの人への接種の強要や、接種を受けていない人への差別的な扱いがないよ

う、冷静な行動に努めましょう。 

 

なお、人権センターでは人権相談を行っています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、「電話相談 ☎354-8610（月～金曜日）」もしくは、新たに開設した「インタ

ーネット人権相談窓口  （https://logoform.jp/f/2RQ7D）」をご利用ください。 

 

↑インターネット人権相談 

QR コード 

人権・同和政策課 TEL 354-8293 

jinkendouwa@city.yokkaichi.mie.jp 

人権センター    TEL 354-8609  

jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp 

（１０月１日から月～金曜日開館となります） 

FAX（２課共通）354-8611 

 

【ワクチンに関する差別、していませんか？】 

 

◇対 象  18 歳以上の人   ◇場 所  四日市公害と環境未来館など 

◇期 間  11 月 13 日・11 月 27 日・12 月 18 日・1 月 15 日・ 

1 月 29 日・2 月 12 日（各土曜日 全 6 回） 

◇内 容  四日市公害についての基礎知識を学ぶ講座、多彩な講師による講義や 

バスによる現地見学など 

◇受講料  無料   ◇定 員  10 名（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 

※詳しくは四日市公害と環境未来館ホームページまで 

 （https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/） 

 

四日市公害と環境未来館解説員養成講座を受けてみませんか？ 

【申込み・問合せ】 

11 月 5 日（金）までに住所、名前、年齢、電話番号を記載し、はがきかファックス、

E メールで、〒510-0075 四日市市安島 1-3-16 四日市公害と環境未来館まで 

メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

TEL 354-8065 FAX 329-5792 

 

 四日市市消防本部 予防保安課 TEL 356-2010、FAX 356-2041 

 

 

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日 

『おうち時間 家族で点検 火の始末』 

募集期間 11 月1 日～12 月 12 日 

 

Instagram 

📷 募集作品 

市内で撮影した写真。テーマは、人・モノ・風景・グルメ、何でもOKです。（過去に撮影した写真も可） 

📷 応募手順  
１．インスタグラムをインストールし、公式アカウント（@yokkaichi_style）をフォローする  

２．ハッシュタグ「#四日市スタイル」をつけて写真を投稿する（１人何回でも可）  

📷 結果発表  

入選者には、12月末ごろにダイレクトメッセージで連絡します。入選作品は市ホームページなどで発表

予定。入選者には景品をプレゼントします。 

【問合せ】広報マーケティング課 TEL 354-8244 

11 月 7 日（日） 15：00～16：30 ハンドベル隊になろう！ 

11 月 21 日（日） 15：30～17：00 プラザフェス 2021 

 

11 月 23 日（火・祝） 10：00～11：30 

12：30～14：00 

わくわくふれあい動物園 

（株式会社 青空 移動動物園・アクティブ/愛知県新城市一鍬田畠中

44 番 1/展示/動東第 407 号/H27.2.9/R7.2.8/氷見 明日香） 

11 月 27 日（土） 

 

9：30～11：00 

 

イライラしない子育ておしえて 

 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

※料金は無料です。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント

実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

 
【問合せ】 四日市市こども子育て交流プラザ TEL 330-5020  FAX 334-0606  

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

 

https://logoform.jp/f/2RQ7D
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
mailto:kougai-kankyoumiraikan@City.yokkaichi.mie.jp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性教育の必要性、

性暴力と児童虐待、

ＤＶが子どもに与え

る影響、自分を大切

にする生き方につい

て考えましょう。 

 はもりあ四日市講演会  

★ 日 時  １１月１８日（木） 

１４：００～１５：３０（開場１３：３０） 
★ 場 所  四日市市総合会館 ８階 第４会議室  
★ 定 員  ４０人 

(１０月２２日(金)９時受付開始、定員になり次第〆切)      
★ 参加費  無料 
★ 託 児  無料、先着５人程度（６カ月から未就学児まで） 
      １１月１０日（水）までにお申し込みください。 
★ マスク着用必須 

いなべ総合病院 産婦人科部長 

【問合せ・申込み】 
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」  

四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  
TEL 354-8331  FAX 354-8339  
E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

「性の正しい知識を～自分を大切に生きるために～」 

講師 川村 真奈美 さん 

女性による女性のためのカウンセリング講座  
Zoomによるオンライン開催 

よりよく人とつながるために、女性相談・支援のための 

カウンセリング技法を学びませんか 
講師 

石田 ユミ さん 

フェミニストカウンセラー・ 
公認心理師・臨床心理士 

 
対象 
市内に在住、または通勤・通学し、
全４回参加できる女性で、インタ
ーネット接続環境で Zoom アプ
リを使えるタブレット端末また
は Web カメラ付きのパソコン
（スマートフォンは不可）を用意
できる人 
 
定員 
10 人程度（先着順、ただし相談・
支援に携わっている人を優先） 
 
参加費 
無料（通信料は自己負担） 
 

【問合せ・申込み】 
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 

 四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  
TEL 354-8331 FAX 354-8339  
E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

日付 時間 内容 

 

１１月２７日 

（土） 

 

 

第１回オリエンテーション及び自己紹介 

～出会いの意味を考え、活かす～ 

第２回カウンセリングの基礎 

～人と関わるために大切なこと～ 

 

１２月４日 

（土） 

 第３回カウンセリングの理論 

～さまざまな理論を学ぶ～ 

第４回カウンセリングの実習 

～体験してみましょう～ 

 

～ 

13:00 

16:00 

～ 

13:00 

16:30 

 １0 月 31 日（日） 午前７時～午後８時 

 

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日

には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。入場券に記

載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

 

 
 

◎ 投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！ 
 

1 開設期間：10 月 20 日（水）～30 日（土）午前８時 30 分～午後８時 

※入場券が届く前であっても、資格があれば期日前投票できます 

2 開設場所 

（１）総合会館  

 （２）防災教育センター 

 （３）南消防署南部分署 

（４）北消防署北部分署 

※三重北勢健康増進センター及び中消防署中央分署は開設しませんので

ご注意ください。 

 

【問合せ】 

 四日市市選挙管理委員会事務局 

 四日市市諏訪町１番５号 TEL 354-8269 

投票所（期日前投票所を含む）における「新型コロナウイルス感染症対策」について 

選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染

症対策を行います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感

染症対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

   

 

マスクの着用 咳エチケット   

   

 

 定 期 的 な 換 気  など 

 

mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

