内部線１００周年記念事業

第９号

夏休み地域講座 鉄道教室

令和４年８月５日

内部地区市民センター

TEL

３４５－３９５１
FAX ３４９－２００４

『あすなろう鉄道をもっと知ろう！』
〈内部線の歴史 あすなろう鉄道の誕生 などなど〉
鉄道博士と、あすなろう鉄道運転士さんが話をします。
みんなが知らない話が、いっぱい聞けそうですよ♪

E メールアドレス：utsube-c@city.yokkaichi.mie.jp
ホームページアドレス：http://www.utsube.jp/

☆場 所
☆対 象
☆参加費
☆持ち物
☆定 員
☆指 導

表彰おめでとうございます
７月２１日（木）四日市市文化会館にて、令和４年度四日市市民生委員児童委員大会が
開催され、次の方々が表彰されました。
◇四日市市社会福祉協議会会長表彰
前岨 明夫さん
（釆女が丘１丁目・２丁目担当
◇四日市市民生委員児童委員協議会連合会会長表彰
宮田

千佳代さん

（南小松町担当 民生委員・児童委員）

令和４年度

うつべ町かど博物館からのお知らせ

内部線１００周年企画展 第１弾
三重鉄道の鈴鹿支線(内部線)が開業して１００年が経ちました。過去の内部線の姿を
資料や写真などから振り返る、知っている人には懐かしい企画展です。
広場うつべ館（うつべ町かど博物館）
７月２２日～
毎週金曜日と日曜日 ９時～１２時
（月曜日と水曜日も不定時開館）
団体事務局 ３４７－１２２４
内部地区まちづくり推進協議会

人権講演会

“高齢者の生き方を考える”
高齢者をめぐる人権問題や、高齢者だからこそできる社会貢献などについて
お話をしていただきます。皆さん、ぜひご参加ください。

７月１７日(日) 神前地区にある四日市市総合防災拠点で操法訓練団長査閲が開催されまし
た。毎年行われていた「操法競技大会」を今年は規模を縮小し団長査閲として、新型コロナウ
イルス感染対策も含め、四日市市の全消防団を４グループに分けて実施されました。内部分団
はＢグループの４番目に競技を行い、ハツラツとした見事な動きで好成績を収められました。
暑い中、皆さんお疲れさまでした。
内部分団は、
＝参加選手＝
団員を募集して
東川 初男さん・堀 雄紀さん
います！
尾﨑 航大さん・藤田 祐希さん
加藤 雅貴さん 以上５名の方です。

◇連 絡 先
◇主
催

開催日時
８月２１日(日)
９：３０～１１：３０

広場うつべ館（うつべ町かど博物館）
小学生(低学年は保護者同伴)・中学生
無料
筆記用具
☆申込み 団体事務局
先着１５名（定員になり次第締切）
TEL３４７－１２２４
ＹＴＴ四日市の交通と街づくりを
☆主 催 内部地区まちづくり推進協議会
考える会
宗像 基浩
うつべ町かど博物館 上野 理志

民生委員・児童委員）

令和４年度
四日市市消防団操法訓練団長査閲に
内部分団が参加されました！

◇開催場所
◇開催日時
◇開館日時

夏休みの自由研究、まだまだ間に合います！

◇講

※
裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

師

松井

真理子さん

四日市大学総合政策学部特任教授
ＮＰＯ法人市民社会研究所代表理事
◇日 時
９月１６日（金） １３：３０～１５：００（開場１３：００）
◇会 場
内部地区市民センター別館２階ホール
（駐車場：内部地区市民センター・ＪＡ内部支店）
◇申込み・問合せ
申込締切日 ９月９日（金）＜定員になり次第締切＞
内部地区団体事務局 ＴＥＬ３４７－１２２４
（月～金 ９：００～１１：３０ １２：３０～１５：００）
◎手話通訳は要申込み ８月３１日（水）締切
◇お 願 い
マスクの着用と発熱・咳等のある方は入場をお控えください。
◇主 催
内部地区人権教育推進協議会

9 月 13 日（火）

終日

メンテナンス作業のため、すべての証明書のコンビニ交付サービス業務を一時停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◇問合せ マイナンバーカードサービスセンター
TEL３４０－８３７１ FAX３４０－８３７２

子育てを地域で支えあう

内部保育園・笹川保育園 給食パートを募集しています
◇募集職種・・・給食調理員（給食パート）各 1 名
◇業務内容・・・給食調理、後片付け、調理場清掃など
◇勤務場所及び時間
①内部保育園：午前８時３０分～午後３時００分
（労働時間６時間 １か月数日程度 土曜日はなし）
②笹川保育園：月～金 午前８時３０分～午後４時４５分（労働時間７時間１５分）
土
午前９時～１２時４５分（労働時間３時間４５分）
※土曜日は隔週で出勤 土曜日２日勤務分を平日１日の振替
休日でとっていただきます。
◇時 間 給・・・９８０円（通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給）
◇応募方法・・・応募を希望される方は、各園に電話でお問合せください。
◇問合せ先・・・①内部保育園（TEL３４５－５０５３）
②笹川保育園（TEL３２１－５４１０）

四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている状況等
を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、受講
してください。
◇日 時 ９月１０日(土) １３：００～１６：００ (講習会のみの人は 14：30 終了)
＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。
◇場 所 三浜文化会館 １階 創作スペース A、B
◇定 員 保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
◇申込み 電話にてお申し込みください。
◇保 育 あり/無料 ※事前にお申し込みください。
◇申込み･問合せ 四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL３２３－００２３
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

第２回消費者講座 『特殊詐欺の手口の紹介』
ヘルスリーダーによるイキイキ教室のお知らせ
無理のないストレッチ・筋トレ、レクリエーションなどで楽しく体を動かします。動きや
すい服装でお越しください。参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
◇日 時 9 月８日（木）１３：３０～１５：００
申込み・参加費
◇場 所 内部地区市民センター
本館 1 階 会議室
不要です
◇問合せ 高齢福祉課 TEL３５４－８１７０

センターの「図書コーナー」に新しい本が入りました
【一般書】
☆マスカレード・ゲーム（東野圭吾）
☆同志少女よ、敵を撃て（逢坂冬馬）
☆人は聞き方が９割（永松茂久）
☆８０歳の壁（和田秀樹）
☆私が見た未来 完全版（たつき諒）
☆夏の体温（瀬尾まいこ）
☆シングルマザー、その後（黒川祥子）
☆花屋さんが言うことには（山本幸久）
☆三千円の使いかた（原田ひ香）
☆東大教授、若年性アルツハイマーになる（若井克子）
☆自分を幸せにする「いい加減」の処方せん（藤野智哉）
【児童書】
☆てぶくろ（ウクライナ民話）
☆深海のサバイバル 生き残り作戦（ゴムドリ ほか）
☆ぼうさい（山村武彦 ほか）
☆おかあさんとみる性の本（山本直英 ほか）
☆きょうりゅうバスでとしょかんへ（石田稔／訳 ほか）
☆かみはこんなにくちゃくちゃだけど（ヨシタケシンスケ）
☆ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック（工藤ノリコ）
☆パンどろぼうとなぞのフランスパン（柴田ケイコ）

貸出期間は 2 週間
お一人につき 5 冊まで
ただし、新刊は１冊までで
お願いします

還付金詐欺や架空請求といった特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、四日市北警察署生活安全課の
職員を講師に招き、消費者講座を開催します。
◇日 時：８月２９日（月）１０：００～１１：３０
◇場 所：四日市市総合会館７階 第１研修室
◇講 師：四日市北警察署生活安全課職員
◇定 員：先着５０名
◇その他：予約不要。参加費無料。
※当日、体調がすぐれない方や発熱のある方は参加をお控えください。また、会場では可能
な限りマスクを着用し、周りの方との間隔を十分に空けて着席ください。
◇問合せ：四日市消費者協会
TEL３５７－５０６９
市民生活課 市民・消費生活相談室 TEL３５４－８１４７

市 民 税 ・県 民 税
（第 ２期 ）

回
覧

納期限は

８月 ３１日 (水 ) です

