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平成３０年６月２０日

６号

６月１日（金）に都市緑化関係

功労者表彰式があり、地元公会

所等における、緑化美化奉仕活

動に対して、鹿間町自治会が表

彰されました。

日時 ７７７７月２８２８２８２８日（土）

１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

場所 ⼩⼭⽥地区市⺠センター
対象 小山田地区にお住まいの人

■問い合わせ 広報マーケティング課

（TEL３５４－８２４４ FAX３５４－８３１５）

市長自らが直接地域に赴き、地域

の皆さんの声を積極的にお聴きして

意見交換を行うことで施策に反映し、

もって地域力の向上を図ることを目

的としてタウンミーティングを開催

します。

市から提示するテーマのほか、会

場の皆さんとのフリートークの時間

もあります。

（手話通訳・要約筆記あり）

（手話通訳・要約筆記あり）（手話通訳・要約筆記あり）

（手話通訳・要約筆記あり）

ぜひ、ご参加ください。ぜひ、ご参加ください。ぜひ、ご参加ください。ぜひ、ご参加ください。

※会場および駐車場のスペースには限りが

ありますのでご了承ください

都市緑化関係功労者表彰 交通安全大会

５月１９日（土）四日市市勤労者・市民交流センター

にて、交通安全大会が行われ、交通安全功労者の表彰

が行われました。

＜交通安全功労者（永年継続役員・地区委員）＞

藤田 俊也 さん

＜交通安全優良学校＞

四日市市立西陵中学校



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夏休みこども教室の夏休みこども教室の夏休みこども教室の

ご案内ご案内ご案内ご案内』』』』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、みなさんのご参加、みなさんのご参加、みなさんのご参加、

お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。

５月１９日（土）に開催された平成３０年度交通安全大会に参加しました。

これは、四日市南地区交通安全協会が主催する行事のひとつで、交通安全功労者、優良運転者の

表彰などが行われました。

交通安全協会は、昭和３１年に民間ボランティアの立場から

交通事故を防止するために設立された財団法人です。

協会の皆さんは、交通安全活動や広報啓発活動など、悲惨

な交通事故を１件でも少なくするため、今日も活動しています。

いつも、ありがとうございます。

また当日は、山田町の宮﨑節夫さんが優良運転者の代表

として表彰されました。

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

７月７月７月７月６６６６日（金）日（金）日（金）日（金）

ウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧ください

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、使用には火薬類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。

※ 過去に受講された方は、これまでと同一の内容であるため、受講の必要はありません。

日日日日時時時時 ：：：： ７７７７月月月月１３１３１３１３日（日（日（日（金金金金）））） 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 （使用実演は小山田小学校運動場）

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、受講証明書を自宅へ郵送します。

問合せ：農水振興課 TEL ３５４－８１８１

・申込：不要

・受講料：無料

優良運転者代表表彰の宮優良運転者代表表彰の宮優良運転者代表表彰の宮優良運転者代表表彰の宮﨑﨑﨑﨑さんさんさんさん

こにゅうどうくん

ゆるキャラ®グランプリ2018 in 花園 ～ラグビーのまち東大阪～

出陣式イベントを開催します！

日 時：７月１日（日）１３：３０～１４：３０（開場 １３：００）

会 場：総合会館８階 視聴覚室



料金：無料 ※詳しくは下記までお問い合わせください

問合せ：こども子育て交流プラザ 東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 ＴＥＬ：３３０－５０２０

親子で学ぼう「夏のこども教室」（親子で学ぼう「夏のこども教室」（親子で学ぼう「夏のこども教室」（親子で学ぼう「夏のこども教室」（計量計量計量計量講座）講座）講座）講座）

棒はかりをつくろう棒はかりをつくろう棒はかりをつくろう棒はかりをつくろう

「 「四日市あすなろう鉄道１ｄａｙフリーきっぷ」を購入して指定場所に行くと、

先着２００名様にカブトムシ（オス１匹・メス１匹）をプレゼントします。

◇日 時 ７月１４日（土）９：００～１５：００

◇内 容 ①あすなろう鉄道線の各駅で１ｄａｙフリー切符を購入（小古曽駅

では購入不可）⇒②あすなろう鉄道に乗車し、指定場所２か所を

目指す⇒③指定場所でカブトムシをゲット!!

◇注 意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。

問合せ：都市計画課 公共交通推進室 ＴＥＬ：３５４－８０９５

日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！

日 時

内 容

７月 １日（日）

１１：００～１２：００

１４：００～１６：００

７月１５日（日） １０：００～１１：００

７月２６日（木）

１０：３０～１１：３０

１３：３０～１４：３０

７月３０日（月）

１０：３０～１１：３０

１３：３０～１４：３０

リニア鉄道館の

『出張授業』

七夕かざりを作ろう

親子で交通安全教室

ウォーターバトル＆

シュートアウトゲーム

事前申込：不要 定 員：なし

対 象：どなたでも※ウォーターバトルは小学生以上

持ち物：水でっぽう、バンダナ、着がえ、

ぬれてもよい服装、ゴーグル、タオル

事前申込：要 ６/２０（水）９：００～受付

※受付状況についてはお問合せください

対 象：小学３～６年生 定 員：各回３０人

持ち物：上ぐつ

事前申込：不要

対 象：どなたでも

定 員：なし

その他

日 時：７月２８日（土）午前の部１０：００～１２：００

午後の部１３：３０～１５：３０

場 所：橋北交流会館３階 橋北交流施設 第６会議室

内 容：棒はかりを作りながら、計量の仕組みや歴史について学びます

対 象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（２人１組）

定 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：７月６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、下記申込み先まで。

申込み・問合せ：〒５１０－８６０１ 市民生活課 市民・消費生活相談室

ＴＥＬ：３５４－８１４７ ＦＡＸ：３５４－８４５２



問合せ：健康福祉課

ＴＥＬ：３５４－８１０９ ＦＡＸ：３５９－０２８８

平成３０年７月５日（木）

１８：３０～２０：４５

平成３０年７月９日（月）

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、国体 など

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院、

シティプロモーションなど

神前地区市民センター

２階大会議室

河原田地区市民センター

２階大会議室

小山田地区市民センター

２階大会議室

高角町２９７７ 河原田町１５９ 富田ニ丁目４－１５

山田町１３７３－３

防災教育センター

（北消防署併設）

２階防災センター

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２日（月）１４：１５～ 場 所：近鉄四日市駅周辺

６月定例月議会の議会報告会を、７月５日、９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。

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします

※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：四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

対象者：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

地域入会説明会：７月１８日（水）１３：３０～ 桜地区市民センター ２階大会議室

７月２０日（金）１３：３０～ 日永地区市民センター ２階ホール

定期入会説明会 ：７月１１日（水）、８月８日（水） １３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）

７月２５日（水）、８月２２日（水） １３：３０～ あさけプラザ ２階第一小ホール

持ち物：筆記用具 ※当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤もご持参ください

①印鑑 ②顔写真（３×４㎝） ③年会費 ３，６００円

④銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの） ⑤運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

その他：会場（地区市民センター、あさけプラザ）への問い合わせはご遠慮ください

問合せ：シルバー人材センター ＴＥＬ：３５４－３６７０ ＦＡＸ：３５１－４８３０

（毎月第２・４水曜日）


