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小山田地区市民センター

１４号
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ＴＥＬ：３２８－１００１

１０月６日（土）、７日（日）に第４９回四日市市民スポーツフェスタが行われ、地区別対抗
リレーでは、男女共に決勝に進むなど、大変盛り上がりました。
また開会式ではスポーツ功労者表彰が行われ、小山田地区からも以下のとおり受賞され
ました。

優 勝

スポーツ
有功賞

地区別対抗リレー

諸井 達臣さん

小学生男子

募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）１名
１月上旬からの
業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
勤務です。
勤 務 日：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
勤務時間：８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
時 間 給：９２５円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
申 込 み：応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ：３５４－８２３６）に電話のうえ、
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。
応募期間：１０月２２日（月）～１１月２日（金）
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 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 時 ： １１月
１１月２３日（
２３日（金・祝
日（金・祝）
金・祝） １０：００～
１０：００～

場 所 ： 保々地区市民センター 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、受講証明書を自宅へ郵送します。
問い合わせ：農水振興課 TEL ３５４－８１８１

・申込：不要
・受講料：無料

１１月７日（水）

日 時

JA小山田支店
JA小山田支店

１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０

内 容

１１月 ３日（土） １３：３０～１６：００ 手作りチョークで
ラクガキ大会
１０：３０～１１：３０ カッパからの挑戦状
１１月１０日（土） １３：３０～１４：３０ （クイズ・謎とき・パズル）
１５：３０～１６：３０
１１月１５日（木） １０：３０～１１：３０ 親子クラフト
１１月１８日（日） １３：００～１５：００ うんどう会

その他

対象：年中児～小学生
持ち物：汚れてもよい服、マスク（任意）
事前申込：不要 ※材料がなくなり次第終了
対象：小学生
定員：１グループ最大３人、各回１０組 ※申込制
対象：未就学児
定員：先着２０組※当日９：００から整理券配布
定員：パン食い競争のみ先着２０人
※当日９：００から整理券配布
対象：小学生～中学生 持ち物：上ぐつ

料金：無料
問い合わせ：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

ジェネリック医薬品をご存じですか？

ジェネリック医薬品は、これまで使われてきた薬（先発医薬品）の特許が切れた後に、同等の品質で
製造販売されるお薬です。欧米で広く普及しており、日本でも利用者は年々増加しています※。
※国内の普及率は約６割（数量ベース）
ジェネリック医薬品の特徴
ジェネリック医薬品を利用するには？
かかりつけ医療機関や薬局の
① 低価格で経済的
薬剤師にご相談ください。
・先発医薬品をもとに作られているため開発費が
少なく、低価格になっています。
② 効き目や安全性は先発医薬品と同等
＜ご注意＞
・先発医薬品と同様に国の安全基準を満たしてい
※すべての薬にジェネリック医薬品があるとは
るので、安心して使用できます。
限りません。
・製品によっては、先発医薬品よりも飲みやすさ等、
※ジェネリック医薬品に切り替えても自己負担
よりよく工夫されたものもあります。
額があまり変わらない場合もあります。
保険年金課 管理係 ＴＥＬ：３５４－８１５８
ウラ面もご覧ください

く る べ いせき

久留倍遺跡まつり～ウォーク（スタンプラリー）・講演会

町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」の周辺の史跡など約３．５ ㎞を巡って、
に いを馳せてみませんか。ウォークのコースに、復元建設中の八脚門も含みます。
ウォーク 日 時：１１月１１日（日） ９：００～１１：４５ （受付８：４５～９：１５）雨天実施
場 所：くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１）
参加料：無料 申込み：不要
講演会 日 時：１１月１１日（日）１３：３０～１５：３０（受付１３：００）
場 所：あさけプラザ第１小ホール
内 容：朝倉由希さん（文化庁地域文化創生本部研究官）
「遺跡と地域の幸せな関係～みんなで守り活かして育てよう、地域の宝～」
※遺跡をテーマに久留倍でできることは何か、福井県一乗谷朝倉氏遺跡での
実践例を交えてのお話
参加料：無料 申込み：不要
大矢知
古代 想

久留倍官衙遺跡

はっきゃくもん

八脚門建設現場見学会

日 時：１１月１１日（日）１１：００～１２：００ 雨天実施 場 所：久留倍官衙遺跡史跡地内
参加料：無料 申込み：不要 ※ウォークとは別に開催します
行き方など詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
くるべいせき
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube をご覧ください。
による ラ ラインの停止は、長期に及ぶ可能性もあります。
に て、 から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。
また、 時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰め、すぐに
持ち せるよ しておき、避難する際には持っていきましょう。
地区の などの機会に、袋の中身を点検したり、重すぎないかどうか
一度 て たり、持ち出す訓練などもしてみましょう。
問い合わせ：危機管理室 ＴＥＬ：３５４－８１１９ ＦＡＸ：３５０－３０２２
災害
イフ
災害 備え 普段
非常
出
う準備
訓練
背負っ み

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：１１月 １日（木）１３：３０～ あかつき台集会所（あかつき台３丁目２－８）
１１月 ５日（月）１３：３０～ 内部地区市民センター 別館 ２階ホール
１１月２２日（木）１３：３０～ 川島地区市民センター 調理室
定期入会説明会（毎月第２、第４水曜日に開催）
１１月１４日（水）、１２月１２日（水） １３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）
１１月２８日（水）、１２月２６日（水） １３：３０～ あさけプラザ ２階 第１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（各地区市民センター、あさけプラザ）への問い合わせはご遠慮ください
問い合わせ：シルバー人材センター ＴＥＬ：３５４－３６７０ ＦＡＸ：３５１－４８３０

日市公害と環境未来館」に来館される皆様に、展示などについてわかりやすく解説
していただける方を養成する講座です。
対 象：７回全てに出席のできる１８歳以上の人 場 所：四日市公害と環境未来館など
日時
Ｈ３０年１１月１７日（土）
１０：００～１５：３０ Ｈ３１年 １月１９日（土） １０：００～１５：３０
２月 ７日（木） １０：００～１６：００
１１月２４日（土） １０：００～１６：００
１２月２２日（土） ８：００～１８：００
２月１６日（土） １０：００～１５：３０
３月 ２日（土） １０：００～１５：３０
定 員：１５人（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 料 金：無料
申込み：１１月５日（月）までに住所、名前、電話番号、年齢を、はがきかファックス、
Ｅメールでお申し込みください。
※講座内容等、詳しくは下記までお問い合わせいただくか、広報よっかいち１０月下旬号をご覧ください
問い合わせ：〒５１０－００７５ 安島１－３－１６ 四日市公害と環境未来館
ＴＥＬ：３５４－８０６５ ＦＡＸ：３２９－５７９２
Ｅメール：ｋｏｕｇａｉ－ｋａｎｋｙｏｕｍｉｒａｉｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙｏｋｋａｉｃｈｉ．ｍｉｅ．ｊｐ
「四

火災の発生状況
火災の発生状況

平成３０年８月 在の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７２件で、平成２９年同期の６９件と
３ 、 ち 物火災が３７件で全体の約５１％を占めています。
な 火原 は、たき火、放火（疑い含む）、たばこです。

末現
比べ 件増え う 建
主 出
因

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

≪３つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
③ガスこんろのそばを離れるときは、必ず火を消す
≪４つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
もしもの時に備えて

住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを
ふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は１０年です。
問い合わせ：四日市市消防本部 予防保安課 ＴＥＬ：３５６－２０１０ ＦＡＸ：３５６－２０４１

