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ＴＥＬ３２８－１００１

ＴＥＬ３２８－１００１ＴＥＬ３２８－１００１

ＴＥＬ３２８－１００１

ホームページアドレス

ホームページアドレスホームページアドレス

ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成２７年６月２０日

６号

日日日日 時：７月８日（水）時：７月８日（水）時：７月８日（水）時：７月８日（水） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

場場場場 所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター ２階２階２階２階 会議室会議室会議室会議室

対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方

持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物

｢イキイキ教室｣ のご案内

自動車文庫

JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場

１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０ １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

４月１日より４月１日より４月１日より４月１日より開所しました学童開所しました学童開所しました学童開所しました学童保育所保育所保育所保育所もももも ２ヶ月が２ヶ月が２ヶ月が２ヶ月が経ち落ち着いてきました。経ち落ち着いてきました。経ち落ち着いてきました。経ち落ち着いてきました。

おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで、、、、子子子子どもどもどもどもたちも毎日元気に過ごしております。たちも毎日元気に過ごしております。たちも毎日元気に過ごしております。たちも毎日元気に過ごしております。

現在は、現在は、現在は、現在は、山田町９人山田町９人山田町９人山田町９人 ・・・・西山町西山町西山町西山町５人・５人・５人・５人・ 堂ヶ山町堂ヶ山町堂ヶ山町堂ヶ山町５人５人５人５人 ・・・・鹿間町鹿間町鹿間町鹿間町４人・４人・４人・４人・ 和無田町和無田町和無田町和無田町２人・２人・２人・２人・

美里町美里町美里町美里町１１１１人人人人 が利用しています。が利用しています。が利用しています。が利用しています。

そこで地域の皆様そこで地域の皆様そこで地域の皆様そこで地域の皆様に、に、に、に、子子子子どもどもどもどもたちの様子を見てもらいたちの様子を見てもらいたちの様子を見てもらいたちの様子を見てもらいたいとたいとたいとたいと思い思い思い思い、開所式を開所式を開所式を開所式を

行うことになりました。行うことになりました。行うことになりました。行うことになりました。 よろしければお誘いあわせの上お越しください。よろしければお誘いあわせの上お越しください。よろしければお誘いあわせの上お越しください。よろしければお誘いあわせの上お越しください。

日日日日 時：時：時：時：７７７７ 月月月月 ４４４４ 日日日日 （土）（土）（土）（土） １９１９１９１９ 時時時時 ～～～～

場場場場 所所所所：：：：山田町高若センター山田町高若センター山田町高若センター山田町高若センター

１９１９１９１９::::００００００００ ～～～～ 開所式開所式開所式開所式 子子子子どもどもどもどもたちの歌たちの歌たちの歌たちの歌 （（（（ さんぽさんぽさんぽさんぽ ・・・・ 小さな世界小さな世界小さな世界小さな世界 ））））

１９１９１９１９::::３０３０３０３０ ～～～～ 四日市プラネタリウム四日市プラネタリウム四日市プラネタリウム四日市プラネタリウム 移動移動移動移動天文車天文車天文車天文車 『きらら号』『きらら号』『きらら号』『きらら号』 による星のによる星のによる星のによる星の観測観測観測観測

※ ※ ※ ※ 雨天時は雨天時は雨天時は雨天時は高若高若高若高若センター内にて天文教室を開催します。その他、センター内にて天文教室を開催します。その他、センター内にて天文教室を開催します。その他、センター内にて天文教室を開催します。その他、

ハンドメイド雑貨の販売や各種ゲームを予定しております。ハンドメイド雑貨の販売や各種ゲームを予定しております。ハンドメイド雑貨の販売や各種ゲームを予定しております。ハンドメイド雑貨の販売や各種ゲームを予定しております。

問合せ：学童保育所問合せ：学童保育所問合せ：学童保育所問合せ：学童保育所 『『『『ひまわりひまわりひまわりひまわり』』』』代表代表代表代表 平山平山平山平山 ＴＥＬ０８０－５１０２－１０８７ＴＥＬ０８０－５１０２－１０８７ＴＥＬ０８０－５１０２－１０８７ＴＥＬ０８０－５１０２－１０８７

学童学童学童学童保育所保育所保育所保育所『『『『ひまわりひまわりひまわりひまわり』』』』開所式のお知らせ開所式のお知らせ開所式のお知らせ開所式のお知らせ

７月８日（水）７月８日（水）７月８日（水）７月８日（水）

今年も夏休み子ども教室を行います。今年も夏休み子ども教室を行います。今年も夏休み子ども教室を行います。今年も夏休み子ども教室を行います。

詳しくは、別紙詳しくは、別紙詳しくは、別紙詳しくは、別紙『『『『夏休みこども教室のご案内夏休みこども教室のご案内夏休みこども教室のご案内夏休みこども教室のご案内』』』』をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。

みなさんのご参加、お待ちしております。みなさんのご参加、お待ちしております。みなさんのご参加、お待ちしております。みなさんのご参加、お待ちしております。

動きやすい服装で

動きやすい服装で動きやすい服装で

動きやすい服装で

お越しください。

お越しください。お越しください。

お越しください。

参加費無料、

参加費無料、参加費無料、

参加費無料、

申し込み不要です。

申し込み不要です。申し込み不要です。

申し込み不要です。

四日市市ヘルスリーダーの会

四日市市ヘルスリーダーの会四日市市ヘルスリーダーの会

四日市市ヘルスリーダーの会

健康づくり課

健康づくり課健康づくり課

健康づくり課



夏のスポーツ教室夏のスポーツ教室夏のスポーツ教室夏のスポーツ教室

日

日日

日 時：

時：時：

時：７月１９日（日）午前の部１０：００～１１：３０／午後の部１３：００～１４：３０

場

場場

場 所：

所：所：

所：総合会館７階（市役所西どなり） 第１研修室

内

内内

内 容：￥

容：￥容：￥

容：￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方に

ついて学びます。

￥

￥￥

￥参加者には、おこづかい帳、ちえふくろうグッズなどの記念品をお渡しします。

￥

￥￥

￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。

対

対対

対 象：

象：象：

象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（２人１組）

定

定定

定 員：

員：員：

員：各回２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）

申込み：

申込み：申込み：

申込み：７月３日（金）（必着）

７月３日（金）（必着）７月３日（金）（必着）

７月３日（金）（必着）までに、往復はがきにて、

①希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな）⑤学年

⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名 を書いて下記、問合せ先まで。

問合せ

問合せ問合せ

問合せ：

：：

：〒５１０－８６０１ 市民生活課 市民・消費生活相談室

ＴＥＬ３５４－８１４７ ＦＡＸ３５４－８４５２

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）

夏休みの

夏休みの夏休みの

夏休みの

自由研究に！

自由研究に！自由研究に！

自由研究に！

参加無料！！参加無料！！参加無料！！参加無料！！

※

※※

※１

１１

１ 市内に在住、在学、在勤の人のみ

市内に在住、在学、在勤の人のみ市内に在住、在学、在勤の人のみ

市内に在住、在学、在勤の人のみ ※

※※

※２

２２

２ 現在、申込み受付中

現在、申込み受付中現在、申込み受付中

現在、申込み受付中 ※

※※

※３

３３

３ 傷害保険を含む

傷害保険を含む傷害保険を含む

傷害保険を含む

申込み：四日市市体育協会のホームページにある用紙でお申込みください。

申込み：四日市市体育協会のホームページにある用紙でお申込みください。申込み：四日市市体育協会のホームページにある用紙でお申込みください。

申込み：四日市市体育協会のホームページにある用紙でお申込みください。 （電話申込み不可）

（電話申込み不可）（電話申込み不可）

（電話申込み不可）

問合せ：四日市市体育協会

問合せ：四日市市体育協会問合せ：四日市市体育協会

問合せ：四日市市体育協会 ＴＥＬ３４５－４１１１

ＴＥＬ３４５－４１１１ＴＥＬ３４５－４１１１

ＴＥＬ３４５－４１１１ ＦＡＸ３４６－７７６７

ＦＡＸ３４６－７７６７ＦＡＸ３４６－７７６７

ＦＡＸ３４６－７７６７

ホームページ

ホームページホームページ

ホームページ http://www.y-sports.jp

四日市市体育協会四日市市体育協会四日市市体育協会四日市市体育協会



応募方法：８月１４日（金）（当日消印有効）までに、応募用紙又は官製はがきにキャッチコピー、

住所、氏名、電話番号を明記の上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールか直接、市役所８階

政策推進課へ。

対 象：市内に在住もしくは通勤、通学する方。並びに市内で活動する団体に属している方。

（プロ・アマ不問）

注 意：応募は、他で使用されていない、未発表のものに限ります。受賞作品の使用に

当たっては、若干の変更・修正での使用等をする場合があります。

結 果：最優秀賞１点と優秀賞３点を選出し、市ホームページで発表します。

（平成２７年１０月頃予定）

表 彰：①最優秀賞１点 副賞５万円 ②優秀賞３点 副賞１万円

そ の 他：詳しくは、四日市市ホームページ掲載の募集要領、もしくは各地区

市民センターに置いてある募集チラシをご覧ください。

問 合 せ：政策推進課 〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号

ＴＥＬ ３５４－８１１２ ＦＡＸ ３５４－３９７４

Ｅメール seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

市制施行１２０周年記念「キャッチコピー」を募集します

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を

深め、明るい社会を築こうとするものです。

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。

犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。

この運動の一環として街頭啓発を行います。

日 時：７月１日（水）１４：１５～

場 所：近鉄四日市駅周辺

問合せ：健康福祉課 ＴＥＬ３５４－８１０９ ＦＡＸ３５９－０２８８

四日市市は、明治３０年８月１日に全国で４５番目に市制が施行され、平成２９年８月１日に

市制施行１２０周年を迎えます。

四日市市が歩んできた歴史や育んできた文化を継承するとともに、これからのますますの

発展を願い、皆さんで１２０周年を祝いましょう！

そこで、市制施行１２０周年を広く効果的にＰＲするための「キャッチコピー」を募集します。

幼稚園・保育園に入っていない小さいお子さん親子で、水風船つり・

しゃぼん玉あそび・オリジナルうちわ製作・七夕飾り製作などをして、

一緒にみんなでにぎやかに「ひよこ会まつり」を楽しみましょう！！

（毎週水曜日にも、遊び会（ひよこ会）をしています。)

「「「「ひよこ会まつりひよこ会まつりひよこ会まつりひよこ会まつり」」」」

四日市市高花平２丁目１番地５６

四日市市立高花平幼稚園 Tel ３２１－２５２７

７／１

７／１７／１

７／１(水

水水

水)

10：：：：00～～～～11：：：：30

あそびに

来てね♪

♪♪

♪

高花平幼稚園高花平幼稚園高花平幼稚園高花平幼稚園



四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講して

いただける講座です。今年度は「地域活動」「音楽」「高齢社会」「防災」「経済」について五つの

コースを開催します。複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または

またはまたは

または

ホームページ

ホームページホームページ

ホームページ http://www5.city.yokkaichi.mie.jp でご案内しています。
でご案内しています。でご案内しています。

でご案内しています。

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどにあります。

多くの方のお申し込みをお待ちしています！

！！

！

申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着

問合せ：市民文化部文化振興課 ＴＥＬ３５４－８２３９

６月定例月議会の議会報告会を、７月６日、７日に開催します。常任委員会ごとに２日に分け

て１８時３０分から１日２常任委員会ずつ、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。

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

※全会場、手話通訳いたします

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います

問合せ：四日市市議会議事課 広報広聴係 ＴＥＬ３５４－８３４０ ＦＡＸ３５４－８３０４

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会））））


