
９月１日は「防災の日」でした。

この日は、大正１２年９月１日に発生した「関東大震災」に由来しており、防災への認識を改めて

深め万全を期するために、昭和３５年に制定されました。また、この日を含む１週間を「防災週間」

としており、全国的に自治会などが主催する防災訓練が多く実施されています。

小山田地区では、鹿間町自治会が、９月２日（土）に今年の先陣を切って防災訓練を実施しました。

この日は、雲一つない快晴の中、住民・自主防災隊の方々４５名が参加し、地震体験車による揺れ

の体験、ＡＥＤの取扱い訓練などが行われました。

参加者の皆さんは、「震度５以上では、何もできないことを実感できました。室内の危険な所を何と

かしなければ、と思いました。」「今までＡＥＤの操作を体験したことがなかった。消防分団の方の説明

がわかりやすく、自分でもできました。」などの感想が聞かれました。

訓練を終えた自治会長の萩さんは、「訓練を無事に終えることができました。消防分団と自主防災

隊スタッフの方々のご協力ありがとうございました。今回、先ず

は自分の命を守る『自助』と、ご近所どうし助け合う『共助』の重

要性が再確認できました。」とホッとした表情で話していました。

鹿間町をはじめ、小山田地区のいずれの町も防災訓練の参加

率は非常に高く、改めて地域のつながりを身近に実感できました。

小山田地区市民センター

ＴＥＬ ３２８－１００１

平成２９年９月２０日

１２号
ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

ＡＥＤ取扱い訓練の様子

地震体験車の様子

１０月６日（金）１０月６日（金）１０月６日（金）１０月６日（金）
JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 １０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０

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 １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

１１月５日（日） １０：００～１５：００

今年は小山田小学校 体育館で開催されます！

皆様のご参加、お待ちしております♪



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

携帯電話が新しく７００ＭＨｚ帯の電波を利用するにあたって、１０月１９日（木）～１１月１３日（月）まで

試験電波の発射を行う予定です。その影響でテレビの映像に影響がでる可能性がある受信者宅に事前

にチラシを配布し、対策が必要なところは訪問・説明し、対策工事を行います。

この説明や調査、対策工事に関して費用を請求することは絶対にありません。また、物品の販売をす

ることもありません。

訪問する作業員は「テレビ受信障害対策員証」を携行しています。不審に思われた場合は提示を求め、

コールセンターへお問い合わせください。

700ＭＨｚテレビ受信障害対策コールセンター ＴＥＬ：０１２０－７００－０１２（受付時間 ９：００～２２：００）

※この記事に関してのお問合わせは市民・消費生活相談室へ ＴＥＬ：３５４－８１４７

『『『『家族の日家族の日家族の日家族の日 秋のプラザ運動会秋のプラザ運動会秋のプラザ運動会秋のプラザ運動会』』』』

日 時：１０月１５日（日） １３：００～１５：００

事前申込：不要

対 象：小学生以上とその家族

定 員：なし

料 金：無料

『『『『秋であそぼう秋であそぼう秋であそぼう秋であそぼう』』』』

日 時：１０月１４日（土） ①１１：００～１２：００

②１３：１５～１４：１５ ③１４：３０～１５：３０

事前申込：不要

対 象：幼児・小学生

（未就学児は保護者同伴）

定 員：なし

料 金：無料

持 ち 物：秋の木の実や秋のもの

【

【【

【 主なイベント日時・内容

主なイベント日時・内容主なイベント日時・内容

主なイベント日時・内容 】

】】

】

問合せ：子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

『『『『ハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベント

【【【【秘密の呪文を唱えよう秘密の呪文を唱えよう秘密の呪文を唱えよう秘密の呪文を唱えよう】』】』】』】』

日 時：１０月２８日（土）

１３：００～１６：００

事前申込：不要

対 象：小学生

定 員：なし

料 金：無料

弾道ミサイルは発射からわずか１０分もしないうちに日本に到達する可能性もあります。

このため、ミサイルが発射され日本に落下する可能性があるときは、国からの緊急情報を特別なサイレ

ン音とともに、防災行政無線をはじめ、緊急速報メール、ホームページ、緊急告知ラジオ、テレビ、広報車

等を通じて伝達し、避難を呼びかけます。

また、警報が発令されたときは、迅速に対応できますように、近くの頑丈な建物や地下に避難するなど皆

様ひとりひとりのとるべき対応をあらかじめ知っておくことが必要です。

【水道の利用について】

弾道ミサイルには、危険物質が搭載されている可能性がありますので、ミサイルが市内に落下した場合

には、安全が確保されるまで、水道水の全てのご使用をお控えください。

※

※※

※詳しくは広報よっかいち１０月上旬号同時配布物をご覧ください。

詳しくは広報よっかいち１０月上旬号同時配布物をご覧ください。詳しくは広報よっかいち１０月上旬号同時配布物をご覧ください。

詳しくは広報よっかいち１０月上旬号同時配布物をご覧ください。

ウラ面もご覧ください

木の実で

いろいろ作った

り、遊ぼう！

危機管理室 ＴＥＬ：３５４－８１１９



料 金：無料

申 込：予約不要 直接会場へお出かけください。（会場へのお問い合わせはご遠慮ください）

問合せ：三重県行政書士会 四日市支部 山本 ＴＥＬ：３４０－５９５６

市でも毎月第１・３火曜日（祝・休日を除く）の１３：００～１６：００に、市役所１階の市民相談コーナーで

行政書士相談を行っています。（要予約）

予約をご希望の方は、平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に市民相談コーナーにお越しいただくか、

電話（３５４－８１５３）をお願いします。

問合せ：市民・消費生活相談室 ＴＥＬ：３５４－８１４７

◆問合せ・申込み◆

男女共同参画センター「はもりあ四日市」 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

遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に

遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に

遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談に

無料で応じます。

無料で応じます。無料で応じます。

無料で応じます。

平成平成平成平成２９年度２９年度２９年度２９年度 はもりあ四日市ＤＶ防止講演会はもりあ四日市ＤＶ防止講演会はもりあ四日市ＤＶ防止講演会はもりあ四日市ＤＶ防止講演会

ＤＶの実態とその社会背景を踏まえＤＶの実態とその社会背景を踏まえＤＶの実態とその社会背景を踏まえＤＶの実態とその社会背景を踏まえ、、、、「「「「夫婦げんか夫婦げんか夫婦げんか夫婦げんか」」」」とととと「「「「ＤＶＤＶＤＶＤＶ」」」」はどう違うのかをはどう違うのかをはどう違うのかをはどう違うのかを

学ぶことで学ぶことで学ぶことで学ぶことで、、、、夫婦や恋人など大切な人との関係を考えてみる機会としませんか夫婦や恋人など大切な人との関係を考えてみる機会としませんか夫婦や恋人など大切な人との関係を考えてみる機会としませんか夫婦や恋人など大切な人との関係を考えてみる機会としませんか。。。。

日 時：１１月１６日（木）

１１月１６日（木）１１月１６日（木）

１１月１６日（木）１３：３０～１５：３０（

１３：３０～１５：３０（１３：３０～１５：３０（

１３：３０～１５：３０（開場１３：００）

開場１３：００）開場１３：００）

開場１３：００）

場 所：四日市市総合会館８階第４会議室

定 員：７０名(１０月３日(火) ９:００受付開始、定員になり次第〆切)

参加費：無料

託 児：あり・先着１０名程度（無料、６カ月から未就学児）

１０月３１日（火）までにお申し込みください。

女性に対する暴力根絶

のためのシンボルマーク

11月12日～25日は、

「女性に対する暴力を

なくす運動」期間です。

ウィメンズカウンセリング

名古屋YWCA

フェミニストカウンセラー

第 １回

第 ２回

第 ３回

１０月１日（日）

１０：００～１６：００

１０月１５日（日）

１０：００～１６：００

１０月２１日（土）

１０：００～１６：００

イオン四日市尾平店

１階エスカレーター横

ララスクエア四日市

（アピタ四日市店）

１階徳兵衛横

日永カヨー

ショッピングセンター

１階広場横

日 時

場 所

１０月７日（土）１０月７日（土）１０月７日（土）１０月７日（土）

１０月８日（日）１０月８日（日）１０月８日（日）１０月８日（日） 終日終日終日終日｝
問合せ：市民課

問合せ：市民課問合せ：市民課

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２

ＴＥＬ：３５４－８１５２ＴＥＬ：３５４－８１５２

ＴＥＬ：３５４－８１５２ 市民窓口サービスセンター

市民窓口サービスセンター市民窓口サービスセンター

市民窓口サービスセンター ＴＥＬ：３５９－６５２１

ＴＥＬ：３５９－６５２１ＴＥＬ：３５９－６５２１

ＴＥＬ：３５９－６５２１

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は、

システムの入れ替え作業の為、右

右右

右記の日程で

記の日程で記の日程で

記の日程で戸籍に関す

戸籍に関す戸籍に関す

戸籍に関す

る証明書の発行ができません。

る証明書の発行ができません。る証明書の発行ができません。

る証明書の発行ができません。皆様にはご迷惑をおかけ

しますが、ご理解・ご協力をお願いします。



対象者：市内在住の難聴者･中途失聴者の方及び家族や難聴･中途失聴について関心のある方

参加費：無料

定 員：２０名（定員を超えた場合はお断りすることがあります）

※要約筆記あり、赤外線補聴システム、磁気誘導ループあり

※第２回は、難聴・中途失聴の人に役立つスマートフォンを使った教室を計画中です。（１月予定）

第１回 平成２９年１０月１５日（日） １３：３０～１５：３０ 四日市市総合会館３階 社会適応訓練室

「難聴者の楽しい生活のすすめ」ＢＹアイランズ

三重県難聴・中途失聴者協会

三重県難聴・中途失聴者協会三重県難聴・中途失聴者協会

三重県難聴・中途失聴者協会 日間賀

日間賀日間賀

日間賀恵子氏

恵子氏恵子氏

恵子氏

８月定例月議会の議会報告会を、１０月１６日、１７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。

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。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。

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。

平成２９年１０月１６日（月）

１８：３０～２０：４５

平成２９年１０月１７日（火）

１８：３０～２０：４５
日 時

常 任

委員会

所 管

事 項

会 場

総 務都市・環境 産業生活教育民生

市政の企画、財務、

危機管理、消防など

教育、こども、

健康福祉など

道路、住宅、上下水道、

環境衛生 など

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院など

水沢地区市民センター

２階大会議室

日永カヨー

ショッピングセンター

１階中央広場

羽津地区市民センター

２階大会議室

下野地区市民センター

２階大会議室

水沢町２１０９－２

大宮町１３－１２

日永四丁目２－４１

朝明町９１４－３

※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。

※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

願います。

問合せ：議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度 難聴者・中途失聴者教室難聴者・中途失聴者教室難聴者・中途失聴者教室難聴者・中途失聴者教室 （全２回）（全２回）（全２回）（全２回）きこえのこときこえのこときこえのこときこえのこと 一人で悩まないで一人で悩まないで一人で悩まないで一人で悩まないで


