
１１月１１日（日）に小山田地区市民センターと小山田地区内の９町との無線機による

通信訓練を実施しました。

小山田地区は市内で２番目に大きい面積を有し、地区内に４本の河川が流れ、山や

谷も多い起伏に富んだ地形に集落が点在しています。大きな災害ともなれば、被害は多

くの地域に拡大し、町内の自主防災組織だけでは、対応できなくなり、お互いの情報を伝達し、助け合う

連携が重要となりますので、今回、無線機による訓練を実施しました。

結果は、予想外？に本部（地区市民センター）と９つ全町との通信が確認できました。これは、地区市

民センターの無線機のアンテナが屋外に設置されていることが大きかったと思います。

先日、とある通信会社のスマートフォンなどの携帯電話サービスに、全国の広い範囲にわたって大規

模な通信障害が発生しました。この障害によって一時、１１９番通報ができなくなったとの報道がありました。

今後、大災害などによって通信障害に遭遇した時のために備えておきたいのは、「地区内の連絡手段は

１つだけにしない」ということだと思いました。

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
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平成

平成平成

平成３０

３０３０

３０年１２月２０日

年１２月２０日年１２月２０日

年１２月２０日

１８号

１８号１８号

１８号

・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

平成３０年度グリーンカーテンフォトコンテスト団体の

部において、小山田地区市民センターのグリーンカー

テンが優秀賞をいただきました。

センターの

グリーンカーテン

１月１５日（火）１月１５日（火）１月１５日（火）１月１５日（火）

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

～

１２月２９日（土）

１月３日（木）

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

１２月２９日（土）～１月６日（日）



　　　　　

募集人数：８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３１年４月１日から平成３２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３１年１月７日（月）から１月３１日（木）（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。

問い合わせ：市民生活課 ＴＥＬ：３５４－８１４６

募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）各学校１名

業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

勤 務 日：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）

勤務時間：小山田小学校８：３０～１５：１５（労働時間６時間）

笹川東小学校８：２５～１５：１０（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：１２月２０日（木）～１月９日（水）

※ただし、土日、祝日及び１２月３１日（月）～１月３日（木）は除く

１月下旬からの

勤務です。

【 児童書 】

・かえってきた まほうのじどうはんばいき／やまだともこ ・しっぱいにかんぱい！／宮川 ひろ

・おしりたんてい みはらしそうのかいじけん／トロル ・レンタルロボット／滝井 幸代

・やさいのがっこうとまとちゃんのたびだち／なかやみわ ・びっくりまつぼっくり／多田 多恵子

・かあちゃん取扱説明書／いとう みく

・泣けるいきもの図鑑／今泉 忠明 ・わけあって絶滅しました／今泉 忠明

【一般図書】

・沈黙のパレード／東野 圭吾 ・極限力／山本 晃市

・一緒にいると楽しい人、疲れる人／有川 真由美

・「何もない部屋」で暮らしたい／ミニマルライフ研究会

・一日がしあわせになる朝ごはん／料理 小田真規子 文 大野 正人



日

日日

日 時：

時：時：

時：平成３１年１月１９日（土）～１月２０日（日） １０：００～１７：００

場

場場

場 所：

所：所：

所：近鉄百貨店 四日市店１１階 近鉄アートホール

内

内内

内 容：

容：容：

容： 【展示】

①環境コーナー・・省エネ・電気の安心情報ほか

②食コーナー・・お茶・牛乳の試飲、鶏めしの展示と試食ほか

③防災・防犯・住コーナー・・「四日市の貴重な水」「災害への備え」等の各種展示ほか

④金融・相談コーナー・・くらし塾・きんゆう塾（お金クイズ、塗り絵など）、行政相談委員による

無料相談ほか

※なお、上記以外に１９日（土）には手芸（リフォーム）、２０日（日）には袋物の実演もあります。

（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）

問い合わせ：市民・消費生活相談室 ＴＥＬ：３５４－８１４７ 四日市消費者協会 ＴＥＬ：３５７－５０６９

【

【【

【 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 】

】】

】

※

※※

※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（土）～１月４日（金）

１２月２９日（土）～１月４日（金）１２月２９日（土）～１月４日（金）

１２月２９日（土）～１月４日（金）

料金：無料

問い合わせ：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

日 時

かきぞめ

そ の 他

１月６日（日）

１月７日（月） １０：３０～１５：００

内 容

対 象：小学生～高校生

持ち物：書道用具一式、汚れてもいい服装

巨大福笑い作り

お金の学校

（財務省の出張授業）

えほんのひろば

対 象：どなたでも ※１２：００～１３：３０はお昼休憩

対 象：小学４年生～小学６年生とその保護者

定 員：１２組（申込制） ※詳細はＨＰまたは通信をご確認ください

持ち物：筆記用具

対 象：どなたでも

１０：３０～１２：００

１３：３０～１５：００

１月２０日（日） １４：００～１５：３０

１月２７日（日） １４：００～１５：００

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。

今回は、三重県立四日市農芸高校吹奏楽部の皆さんによる特別演奏も行います。

○日 時：平成３１年１月２０日（日） 第Ⅰ部１０：００～１２：５５、第Ⅱ部１４：００～１６：３５

（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）

問い合わせ：文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９

「平成３０年度消費者のつどい」
“安心して暮せる２１世紀”“安心して暮せる２１世紀”“安心して暮せる２１世紀”“安心して暮せる２１世紀” ～かしこい消費生活とは～～かしこい消費生活とは～～かしこい消費生活とは～～かしこい消費生活とは～

１９日（土）の午前中

１９日（土）の午前中１９日（土）の午前中

１９日（土）の午前中

僕もいくよ♪

僕もいくよ♪僕もいくよ♪

僕もいくよ♪



高齢化に伴い、糖尿病患者は増加傾向にあります。

本講演会では、糖尿病に「かからない」「進行させない」ために知っておきたい基礎知識や日常生活での

工夫について、分かりやすくお伝えします。“今日から使える”糖尿病予防のヒント探しに、ぜひお越しください。

日 時：平成３１年１月２０日(日) １３：３０～１５：００（開場１３：００）

場 所： 四日市市総合会館７F 第１研修室

第１部 『糖尿病のみつけ方・なおし方』

講師 住田 安弘(すみだ やすひろ) 氏 四日市羽津医療センター 院長・三重県糖尿病協会 会長

第２部 『糖尿病の重症化予防～在宅医の視点から～』

講師 山中 賢治(やまなか けんじ)氏 笹川内科胃腸科クリニック 院長・四日市医師会 副会長

料 金： 無料 定 員：１００人(申込不要)

問い合わせ：健康福祉課 ＴＥＬ：３５４―８２８１ ＦＡＸ：３５９―０２８８

市内で活躍する女性と市長とのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ﾄｰｷﾝｸﾞﾃﾗｽ～女性起業家編～」市内で活躍する女性と市長とのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ﾄｰｷﾝｸﾞﾃﾗｽ～女性起業家編～」市内で活躍する女性と市長とのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ﾄｰｷﾝｸﾞﾃﾗｽ～女性起業家編～」市内で活躍する女性と市長とのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ﾄｰｷﾝｸﾞﾃﾗｽ～女性起業家編～」

四日市市在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。

四日市市在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。四日市市在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。

四日市市在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。

個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。

個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。

個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。

日 時：平成３１年１月１９日（土） １３：３０～１５：００（パネルディスカッション）

１５：００～１５：３０（交流会）

場 所：本町プラザ１階 ホール

対 象：市内在住、または通勤、通学されている方

定 員：８０名

参加費：無料

託 児：無料

※１月８日（火）までに申込みが必要です

◆問い合わせ・申し込み◆

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 四日市市本町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

コーディネーター

・川北睦子さん

（株式会社Ｅプレゼンス代表取締役）

パネリスト

・女性起業家３名及び四日市市長

潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるように、

または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対して研修

を開催いたします。

○第３回 開催期間・受付期間

開催日：平成３１年１月１０日、１７日、２４日、３１日、２月７日、１４日（いずれも木曜日）

開催場所：四日市看護医療大学

受付期間：１２月２１日（金）まで ※受付期限が過ぎても１月１０日まで受け付け可

受講資格など詳しくは、健康福祉課 企画係（ＴＥＬ：３５４－８２８１）までお問い合わせ下さい。


