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今から 5８年前の昭和 34 年 9 月 26 日に本市は災害
史上最大の風水害と言える伊勢湾台風に見舞われ、110
余名の尊い生命と多くの住家・財産が奪われました。
不幸にもこの災害で犠牲となられた皆様のご冥福をお
祈りするため、下記のとおり献花式を執り行います。
日 時

9 月 26 日（火）8：45～9：15

場 所

富田一色海浜緑地公園内

永年にわたり社会の進展に尽くされた皆々様に心から感謝
し、ご健康とご長寿をお祝いする敬老会を開催いたします。
お楽しみ抽選会もあります。お友達をお誘いの上、ぜひお出
かけください。
日

時

9 月 2４日（日）開会 9：00～（受付 8：30 より）

場

所

富洲原小学校体育館

内

容

式典及び演芸

問合せ

四日市市役所 健康福祉課

伊勢湾台風殉難慰霊碑

354-8109

様々なご相談に専門家がお答えします。お困りごとをお気軽にご相談ください。

※台風等で「警報」発令の場合、中止となることがあります。
※敬老会の案内状と記念品を自治会長を通じて、９月中旬頃
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主催：空き家ネットワーク協議会※
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三重県司法書士会、三重県土地家屋調査士会、三重県宅地建物取引業協会、
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059-227-5018

第 67 回市民芸術文化祭行事
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松永ふみ子 訳

クローディアの秘密

5階

※三重県建築士事務所協会、三重県建設業協会、三重県不動産鑑定士協会、

【寄贈本】

彰
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問合せ先：(公社)三重県宅地建物取引業協会

耕一郎

素敵な日本人

月の満ち欠け

回
覧

池井戸

日時：9 月 23 日(土) 10:00~16:00

東海税理士会三重県支部連合会の 7 団体による空き家対策推進のための協議会

365-1174

【一般向け】（児童書は入荷次第、お知らせします。）

真ん中の子どもたち

ご協力よろしくお願いします。

空き家に関する境界、耐震、リフォーム、取壊し、税金、売却、賃貸、管理等の

・子どもたちの踊り

問合せ

劇場

センター駐車場のご利用はご遠慮ください。

空き家についてお困りのことや心配なことはありませんか？

までにお配りいたします。お手元に届かない場合には、お
住まいの自治会または、団体事務局までお問合せください。

遺書 東京五輪への覚悟

期間中は検診車のバスが停まりますので、

空き家無料相談会を開催します！

・白子高校吹奏楽部の演奏会

（小雨決行。雨天の場合は
ふれあいホールにて行います。）
四日市市

集団検診があります。

・富洲原中学校音楽部の合唱

伊勢湾台風殉難慰霊碑前

主 催

富洲原地区市民センターで、9 月 11 日（月）～13 日（水）の 3 日間

『 2017 秋！四日市市民社交舞踏会』のお知ら
・日

時

11 月 19 日（日）

せ

12:30～16:00 （12:00 開場）

・会 場 中央緑地第 2 体育館
・料 金 前売り 1,000 円（当日 1,500 円）
・チケット取り扱い 渡辺（電話：０９０－８３３３－３６９６）
・その他 女性は革製ヒールカバーを着用してください。
観覧は無料です（2 階席利用）
※広報よっかいち８月下旬号掲載記事の下線部に誤りが
ありましたので、チケットをお申し込みの際にはお気を
つけくださいますようお願いいたします。
【市民芸術文化祭行事全般についてのお問合せ】
一般社団法人四日市市文化協会
電話/FAX：３５１－３７２９（月～金曜日 13：00～17：00）

主催：社協 青少年を守る会
共催：北部児童館
小学生の５年・６年生を対象に、今年も野外炊事＆お泊り会が行われました。
はんごうすいはん

昼間の野外炊事では、火おこしから始まり飯盒炊飯でお米を炊く係やカレーを作る係に分かれて、慣れない手つき
参加者数 ２８名

よく飛びましたね !！

「大気圧」について先生から
いろんなことを教わったよ。

カレーライスおいしかったね！
で一生懸命作業をこなしていました。
夕食にみんなで作ったカレーライスを、大人も交じって大変おいしくいただきました。
夜は、体育館でキャンドルを使った儀式から始まり、その後グループ対抗のゲームを
楽しみました。ゲームの後は、みんなで花火を仲良く楽しみ、いよいよ就寝の時間とな
りましたが、楽しさのあまりなかなか寝付かれないようでした。
翌朝は朝食をいただき、楽しい雰囲気の中、解散となりました。
参加された皆さんにとって、楽しい夏休みの思い出となったのではないかと思います。

天気が分かる晴雨計

参加者数 ９２名

雲のすきまから、月、木星、土星の輪も見れましたね！

真剣にお話を聞くみなさん

8 月 2７日（日）の四日市花火大会の開催にあたっては、交
通規制をはじめ大会の運営に多大なご協力をいただきありが
とうございました。
また、翌日の早朝から富洲原きらく会（3 地区の老人会）多
数、中学校 270 名の皆さんに、清掃ボランティアとしてゴミ
回収のお手伝いをしていただきました。
暑い中ご協力ありがとうございました。

参加者数 ３５名

点訳・音訳基礎講座のご案内

【前半】伊勢湾台風のお話
【後半】防災について
勉強しました。

参加者数 ２２名
【メニュー】
・２種類のロールサンド
・てりやきレンコンバーグ
・スープ
・デザート

ヘルシーメニューをおいしくいただきました。

参加者数 ２０名

集中力がスゴイ!!

みんな
素敵な
ネームプ
レートが
できたね

１．日 時：10 月 7 日、14 日、21 日
（いずれも土曜日、3 日間で 1 コース）
◎点訳基礎講座…10 時 00 分～12 時 00 分
◎音訳基礎講座…13 時 30 分～15 時 30 分
☆午前だけ、午後だけ、両方受講いずれも可
２．対 象：15 歳以上の人
３．場 所：四日市市立図書館 3 階 会議室
４．定 員：各 20 人（応募多数の場合は抽選）
５．受講料：無料
６．内 容：図書館での障害者サービスの基本的な考え方や、
それぞれの図書製作の具体的なノウハウ（点
字の仕組み・点字技術など、呼吸法・発声・
読み方など）を学びます。
７．申込方法：9 月 21 日(必着)までに、希望講座名（両方
受講も可）
、郵便番号、住所、名前（フリガナ）、
年齢、電話番号を、はがき、ファクス、メール
で、または直接窓口にお申込みください。
◇問合せ先
図書館 〒510－0821 四日市市久保田一丁目 2－42
Tel 352-5108 fax 352-9897
ﾒｰﾙ：yontenji@arion.ocn.ne.jp

ゆるキャラ(Ｒ)グランプリ 2017
投票のお願い！
平成２９年８月１日(火)より、本市マスコットキャラク
ター「こにゅうどうくん」が全国のキャラクターの人気を
競う「ゆるキャラ(R)グランプリ２０１７」に出場し、ベ
スト１０入りをめざしています。
ゆるキャラ（R）グランプリのホームページから毎日１メ
ールアドレスにつき１票ずつ、投票ができますので、パソ
コンや携帯電話から皆様の一票を投じて「こにゅう
どうくん」を応援してください。
投票期間： ～11 月 10 日（金）
公式サイト：http://www.yurugp.jp/index.php
（初回のみメールアドレスの登録が必要です）
問合せ先：観光・シティプロモーション課
応
TEL.354－8286
FAX.354－8307
援
MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp
し
て
ね
！

