平成２８年１２月５日
１７号

小山田地区市民センター
ＴＥＬ：３２８－１００１
ホームページアドレス
http://oyamada3320.sakura.ne.jp

囲碁大会

将棋大会
日 時 ：１月８日（日） ９：００～

日 時 ：１月１５日（日） ９：３０～

場 所 ：小山田地区市民センター

場 所 ：小山田地区市民センター

参加費：１，５００円（昼食代 含む）

参加費：１，５００円（昼食代 含む）

お申込み:小山田地区市民センター
お申込み 小山田地区市民センター ＴＥＬ:３２８－１００１
ＴＥＬ ３２８－１００１

社交ダンスが高齢者の認知機能の低下抑制など、認知症予防に一定の効果がある
という研究成果が報告されています。
社交ダンスは初めてという方、ずっと昔に経験したという方、お友達と一緒にという方、
みなさんの参加をお待ちしております。
社交ダンスで健康づくり、友達づくりを始めてみませんか。
日 時：１月２０日・２７日、２月３日・１０日・１７日・２４日、３月３日（いずれも金曜日）
７回連続講座（都合の良い日だけの参加も可能です。）
申込み
申込み
１３：００～１４：３０
場 所：小山田地区市民センター ２階会議室
１２月
１２月２０日
２０日（火）
定 員：２０名（定員になり次第締め切ります）
１０：
１０：００～
００～
参加料：無料
その他：運動のしやすい服装及び靴
申込み・問合せ：小山田地区市民センター窓口または電話にてお申込みください。
ＴＥＬ：３２８－１００１

１月１１日（水）

対

象：おおむね６５歳以上の市民の方

会

場：小山田地区市民センター

時

間：１０：００～１１：３０

申 込：不要
参加費：無料
持ち物：タオル、水分補給用の飲み物

動きやすい服装でお越しください。皆さんのご参加お待ちしております。

対 象 者：平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれの方
（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。）
（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、下記まで
ご連絡ください。）
開催時間：開場１２：００ 開演１３：００ （式典は１時間程度を予定）
そ の 他：・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。）
・第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。
・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
問 合 せ：
：こども未来課 青少年育成室

ＴＥＬ：３５４－８２４７

※広報『よっかいち』１２月下旬号でも詳しくお知らせしますのでご覧ください。
※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。
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html

１．可燃ごみ ・・・ 年末年始の収集日は下表のとおりです。

（○印は収集日）

２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル・・・ 収集日程表のとおり
※粗大ごみ戸別有料収集の受付は、年末は１２月２８日（水）まで。 年始は１月４日（水）から。

３．し尿 ・・・ 年末は１２月２９日（木）まで。年始は１月４日（水）から。
（楠地区は１月５日（木）から。)

詳しくは
「ごみ収集日程表を
ご覧ください。

営業時間：四日市市クリーンセンター ８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０
楠衛生センター
８：３０～１２：００、１３：００～１６：００
１２月３１日（土）は住民のみの受け入れです。事業者は１２月３０日（金）までとなります。
年始は１月４日（水）より平常どおりです。

生活環境課

橋北子育て支援センター 子育て支援事業

待ち遠しい赤ちゃんの誕生、楽しみと同時に不安な気持ちも
あるかと思います。子育て真っ最中の先輩ママさんと出会い、
一緒におしゃべりしたり、赤ちゃんとふれあって、楽しい
ひとときを過ごしてみませんか？
問合せ：橋北子育て支援センター ＴＥＬ：３３２－４５２７
子育てを地域で支えあう

日時：毎週水曜日
日時：毎週水曜日 １０時～１２時
場所：橋北子育て支援センター

四日市市ファミリー ･ サポート ・ センター

日 時

１ ２１
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域
（土）
で支えあう会員組織です。あなたの力を子育て支
１ ２２
援に活かしてみませんか？
（日）
受講開始から１年以内に受講を完了すれば、援 １ ２８
助会員として登録できます。１講座からでも受講で （土）
きます。
１ ２９
場 所：四日市市勤労者・市民交流センター東館３Ｆ （日）
申 込：電話、ＦＡＸにて平成２９年１月１４日（土）ま ２ ４
でにお申し込みください。
（土）
テキスト代 ：２ ０５０円
２５
その他：託児あり（無料 先着１０名）
（日）
※事前にお申し込みください。
/

/

/

/

/

,

/

１０：００～
１５：３０
１０：００～
１５：３０
１０：００～
１６：００
１０：００～
１５：００
１０：００～
１５：３０
１０：００～
１２：００

内 容

相互援助活動の趣旨
発達障害について
～その子どもとの接し方～
子どもの心に寄り添う
安全で快適な環境づくり
子どもの安全と事故、救急法
子どもの栄養と食生活
子どもの病気
子どもの心と身体の発達
子どもの世話（あそび）
小児看護
援助活動を円滑に
進めるために
講習のまとめ

申込先・問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３
（ 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
NPO

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、平成２８年度より
依頼会員向けの講習会を実施いたします。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。
日時 ：２月５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
定員：会場の都合により、３０名程度といたします。（先着順に受け付けます）
申込：電話・ＦＡＸにてお申し込みください。
託児：有り （無料） ※事前にお申し込みください。
申込先･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３
（ 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
NPO

１１月定例月議会の議会報告会を、１２月２３日、２４日、平成２９年１月１５日に開催します。常任
委員会ごとに分かれて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
常 任
委員会

平成２８年１２月２３日（金・祝）

平成２８年
１２月２４日（土）

平成２９年
１月１５日（日）
９：４５～１２：００

９：４５～１２：００

１３：００～１５：１５

９：４５～１２：００

産業生活

都市・環境

教育民生

総 務

商工業、農林水産業、 道路、住宅、上下水道、 教育、こども、 市政の企画、財務、
市民文化、市立病院 区画整理、環境衛生
健康福祉など 危機管理、消防など
など
など
楠地区市民センター
総合会館
県地区市民センター 羽津地区市民センター
３階大会議室
７階第１研修室
２階大会議室
２階大会議室
会 場
楠町北五味塚
赤水町９５７
大宮町１３－１２
諏訪町２－２
２０６０－７２
※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。
※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、あらかじめご了承
ください。
※都市・環境常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営中央駐車場に駐
車してください。
問合せ：議事課 広報広聴係 ＴＥＬ：３５４－８３４０ ＦＡＸ：３５４－８３０４
所 管
事 項

多文化共生講演会開催のお知らせ

多文化共生と地域の発展

多様な文化的背景を持つ人々を受け入れることが地域の発展につながるという視点から、外国人
市民と日本人市民が、互いに多様性を尊重しながらどのように共生していくかを考えます。
日 時：平成２８年１２月１９日（月）１８：３０～２０：３０
講 師：池上重弘さん（静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター長・文化政策学部国際文化学科教授）
会 場：四日市市総合会館７階第１研修室 定員：１００名
申込み：ＦＡＸまたはＥメールにて ①名前（ふりがな） ②所属団体 ③電話番号を記入の上、お申し込み
いただくか、直接電話でお申し込みください。
締切り：平成２８年１２月１６日（金）
申込先・問合せ：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

