
今回作るのは

今回作るのは今回作るのは

今回作るのは

「富士山」です♪

「富士山」です♪「富士山」です♪

「富士山」です♪

日 時 ： 平成３０年１月２３日（火） １０：００～

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： ２，０００円

持ち物： エプロン・三角巾・持ち帰り容器

※使い慣れた包丁がいい方は、持参してください

１２月２日（土）、小山町公会所で行われた「小山町７０才以上の

集い」におじゃましました。

女性部の方々が、早朝より「味ごはん」と「ぜんざい」を作ったり、

会場の準備をされていました。この集いは、今年で５回目とのことで、

ご高齢の方にとっては、この時期の楽しみの一つとなっています。

大正琴を聴いたり歌ったり、お孫さんのような女の子のフラ

ダンスを見たり、また、久しぶりに長年の友人と再会したりと

楽しそうでした。

地域の方々が、こうして和まれているのを見ると、子供の頃

の祖父母を思い出し、とても懐かしい気持ちになりました。

昨年より少しレベルＵＰ☆

昨年より少しレベルＵＰ☆昨年より少しレベルＵＰ☆

昨年より少しレベルＵＰ☆

みんなで楽しくつくりましょう♪

みんなで楽しくつくりましょう♪みんなで楽しくつくりましょう♪

みんなで楽しくつくりましょう♪

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）を平成２３年度より市にて購入、配付して

おりますが、使用には火薬取締法に基づく事前講習を受講していただく必要があります。

そこで下記のとおり使用講習会を開催使用講習会を開催使用講習会を開催使用講習会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

※ 内容は前回までの講習会と同様ですので、前回までに受講された方は受講の必要はありません。

日日日日時時時時 ：：：： 平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月９９９９日（日（日（日（火火火火）））） １５：００１５：００１５：００１５：００～～～～ 場場場場所所所所 ：：：： 小山田地区市民センター小山田地区市民センター小山田地区市民センター小山田地区市民センター ２階会議室２階会議室２階会議室２階会議室

講 師 ： 伊藤煙火工業株式会社

内 容 : 使用講習、使用実演、質疑応答など

＊ご参加いただいた方には後日、受講証明書が発行されます。

問合せ：農水振興課 TEL ３５４－８１８１

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

平成２９年１２月２０日

平成２９年１２月２０日平成２９年１２月２０日

平成２９年１２月２０日

１８号

１８号１８号

１８号

・申込：不要

・受講料：無料

申込み

申込み申込み

申込み ：

：：

：１２月２７日（水）

１２月２７日（水）１２月２７日（水）

１２月２７日（水） １０：００～

１０：００～１０：００～

１０：００～ /

//

/

小山田地区市民センター

小山田地区市民センター小山田地区市民センター

小山田地区市民センター窓口か

窓口か窓口か

窓口か、お

、お、お

、お電話

電話電話

電話で

でで

で ＴＥＬ：

ＴＥＬ：ＴＥＬ：

ＴＥＬ：３２８－１００１

３２８－１００１３２８－１００１

３２８－１００１



　　　　　

１月１２日（金）１月１２日（金）１月１２日（金）１月１２日（金）

ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ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

休業中の戸籍関係事務

休業中の戸籍関係事務休業中の戸籍関係事務

休業中の戸籍関係事務 は下記に

は下記には下記に

は下記に

お問合せ下さい

お問合せ下さいお問合せ下さい

お問合せ下さい

１２月２９日（金）～１月３日（水）

小山田地区市民センター

小山田地区団体事務局

市民窓口サービスセンター

休 業 日

・死亡届、出生届、婚姻届、離婚届

などの受付

・埋火葬許可証の交付

市役所 地下１階宿直室

ＴＥＬ：３５４－８２６２

ＦＡＸ：３５４－８３１１

小山田地区市民センター 地域活動費事業

小山田地区市民センターにあります「おやまだ桜」は、樹齢８０年を超える今も、春になると

満開の花を咲かせて、私たちを楽しませてくれます。

今や小山田地区のシンボルツリーとも言える「おやまだ桜」を、地域の皆さんの手で、今後も

末永く保存、継承していただけるよう講師に樹木医の先生をお招きして、担い手づくりのための

講習会を開催します。

また、今回学んでいただく知識は、ご家庭や地域での庭木や樹木の管理にもご活用いただけます！

小さなお子様から高齢者の方まで、お気軽にお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

日

日日

日 時：

時：時：

時：平成３０年

平成３０年平成３０年

平成３０年１月２５日（木）１０：００～１２：００頃

１月２５日（木）１０：００～１２：００頃１月２５日（木）１０：００～１２：００頃

１月２５日（木）１０：００～１２：００頃

場 所：小山田地区市民センター

講 師：大石 浩 先生（樹木医）、石黒 秀明 先生（樹木医）

参加費：無 料

申込み：不 要

内 容：・「おやまだ桜」についての解説

・木の手入れの方法説明（病害虫の防除、剪定の仕方等）

・作業の実演と実技体験

※屋外で行いますので、寒さ対策は各自で十分お願いします。飲み物なども各自でご準備ください。

主 催：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

協 力：小山田地区里山公園づくり推進委員会

不審な電話は、すぐ家族や警察に相談！
息子や孫から『電話番号が変わった』という電話がかかってきても

『怪しい』と思ったら一旦電話を切り、こちらから息子や孫の電話に確

認するだけで詐欺は防げます。

三重県交通安全県民運動スローガン

思いやる やさしい心で 走る三重
～気持ち良い 運転マナーの 美し国～

年末年始、出掛ける機会が増えると思います。

交通安全を心がけ、飲酒運転は絶対やめましょう。

う ま



各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。

ぜひ、市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇る演技をご覧ください。

日 時：平成３０年１月１４日（日） 第Ⅰ部１０：００～１２：５５、第Ⅱ部１４：００～１６：３０

（時間は変更になる可能性があります）

会 場：文化会館 第２ホール

入場料：無料（入退場自由）

問合せ：文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９

募集人数：６人程度

職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

任 期：平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります）

勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）

受験資格：次の要件を全て満たす人

①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。

③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、

３年以上経過していること。

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤四日市市に在住する人。

募集期間：平成３０年１月５日（金）から１月３０日（火）（必着）

応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所５階

市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の

８：３０～１７：１５にお願いします。

問 合 せ：市民生活課 ＴＥＬ：３５４－８１４６

平成

平成平成

平成３０年１月２日（

３０年１月２日（３０年１月２日（

３０年１月２日（火

火火

火）

））

）～

～～

～２月２８日（

２月２８日（２月２８日（

２月２８日（水）

水）水）

水）

人形作家

人形作家人形作家

人形作家水澄美恵子

水澄美恵子水澄美恵子

水澄美恵子氏が創りだす

氏が創りだす氏が創りだす

氏が創りだす

「昭和の元気なこどもたち」、館蔵資料

「昭和の元気なこどもたち」、館蔵資料「昭和の元気なこどもたち」、館蔵資料

「昭和の元気なこどもたち」、館蔵資料

で体感できる「昭和の再現展示」、今は

で体感できる「昭和の再現展示」、今はで体感できる「昭和の再現展示」、今は

で体感できる「昭和の再現展示」、今は

もう見ることのできない「四日市の昭和

もう見ることのできない「四日市の昭和もう見ることのできない「四日市の昭和

もう見ることのできない「四日市の昭和

の鉄道」写真、「なつかしい昭和」に会い

の鉄道」写真、「なつかしい昭和」に会いの鉄道」写真、「なつかしい昭和」に会い

の鉄道」写真、「なつかしい昭和」に会い

にきませんか。

にきませんか。にきませんか。

にきませんか。

四日市市立博物館四日市市立博物館四日市市立博物館四日市市立博物館 市制市制市制市制１２０１２０１２０１２０周年周年周年周年記念記念記念記念 特別企画展特別企画展特別企画展特別企画展

なつかしいくらしとなつかしいくらしとなつかしいくらしとなつかしいくらしと昭和昭和昭和昭和のののの元気元気元気元気なこどもたちなこどもたちなこどもたちなこどもたち

開館時間 ９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）

休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）

観覧料 一般４００円、高大生３００円、

中学生以下無料

四日市市立博物館・プラネタリウム

安島一丁目３番１６号 TEL：３５５－２７００（代）

水澄 美恵子 作

「めでたい日」（制作２００７年）



四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供する

もので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。

その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。

委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧

いただくか、下記にお問い合わせください。

問合せ：文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９ Ｅ－ｍａｉｌ：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市議会は、市制施行および議会発足１２０周年を記念して、「市制120周年記念シティ・ミーティング」を

開催します。

今回のシティ・ミーティングでは参加者の皆さんと市議会について意見交換をさせていただく予定にしておりま

すが、具体的なテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシなどでお知らせします。当日お聴きしたご

意見は今後の議会活動の参考とさせていただきます。

なお、１１月定例月議会で審議された内容を報告する議会報告会も併せて開催します。どなたでも参加してい

ただけます。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。

平成３０年１月２１日（日）

平成３０年１月２１日（日）平成３０年１月２１日（日）

平成３０年１月２１日（日） １３：００

１３：００１３：００

１３：００～

～～

～１６：００

１６：００１６：００

１６：００ 場所：四日市市総合会館

場所：四日市市総合会館場所：四日市市総合会館

場所：四日市市総合会館 ８

８８

８階視聴覚室（諏訪町２

階視聴覚室（諏訪町２階視聴覚室（諏訪町２

階視聴覚室（諏訪町２ー

ーー

ー２）

２）２）

２）

第１部

第１部第１部

第１部 議会報告会

議会報告会議会報告会

議会報告会 第

第第

第２部

２部２部

２部 シティ・ミーティング（意見交換会）

シティ・ミーティング（意見交換会）シティ・ミーティング（意見交換会）

シティ・ミーティング（意見交換会）

※当日、会場へ直接お越しください。 ※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

かじめご了承願います。

※総合会館に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。

駐車券の処理をしますので、会場まで駐車券をお持ちください。

問合せ：議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

『『『『ホールで雪合戦大会ホールで雪合戦大会ホールで雪合戦大会ホールで雪合戦大会』』』』

日 時：平成３０年１月２１日（日） １３：３０～１４：３０

事前申込：不要

対 象：５歳～中学生までとその家族

料 金：無料

持 ち 物：上ぐつ

問合せ：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

『『『『カルタを作って遊ぼうカルタを作って遊ぼうカルタを作って遊ぼうカルタを作って遊ぼう』』』』

日 時：平成３０年１月６日（土） １月７日（日）

各１１：００～１２：００ １３：１５～１６：００

事前申込：不要

対 象：小学生～高校生まで

定 員：なし

料 金：無料

『『『『かきぞめかきぞめかきぞめかきぞめ』』』』

日 時：平成３０年１月８日（月・祝）

１０：３０～１２：００ １４：００～１６：００

事前申込：不要

対 象：小学生以上

定 員：なし

料 金：無料

持 ち 物：習字道具（自分のものを使いたい人）

【

【【

【 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 】

】】

】

汚れてもいい

服装で来てね♪

募集の締め切り募集の締め切り募集の締め切り募集の締め切り

２月５日（月）必着２月５日（月）必着２月５日（月）必着２月５日（月）必着

※

※※

※年末年始休館日

年末年始休館日年末年始休館日

年末年始休館日

１２月２９日～１月３日

１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日

１２月２９日～１月３日


