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９月２６日（土）に四日市市文化会館にて高齢者福祉大会
が行われ、地区老人クラブ活動の指導者として、高齢者福
祉の増進に貢献された功績に対し、下記の方々が表彰され
ました。おめでとうございます。
◇市長表彰 岡田 正之さん ◇市長表彰 𫝆村 弘夫さん
◇老人クラブ連合会会長表彰 黑田 勲夫さん

★ 「竹灯り講座開設」・「点灯式イベント中止」のお知らせ ★
河原田地区内に生い茂る竹を伐採し、
「竹灯り」を作ります。１２月 3 日（木）に河原田小
学校 6 年生が竹灯り作りに挑戦します！地域の皆様には小学生のお手伝いをしていただきた
く、11 月下旬に地域の皆様を対象に竹灯り講座を予定しています。詳細はかわらだ広報 11
月上旬号でお知らせいたします。ぜひご参加ください。なお、今年度の竹灯り点灯式イベント
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止とします。
竹灯りの点灯は期間を設けて行います。幻想的な灯りをご覧ください。

◆かわらだ歴史講座を開催します！◆
河原田地区では、
「河原田の歴史を次世代に伝える活動」に取り組んでおり、その一環として歴史講座を開催
します。１１月から３月にかけて、月１回、河原田地区にまつわる歴史や文化について、各方面から講師をお
招きし、お話を伺います。第１回は、１１月２１日（土）１３：３０～ 河原田小学校コミュニティルームに
て 第 1 回の講師は、北野 保氏（元四日市市職員）、テーマは「河原田地区の文化財は、今」です。この機
会に、郷土の歴史に触れることで、より地域への愛着を深めていただける場にしたいと考えています。ふるっ
てご参加ください！申し込み等の詳細は、11 月上旬号でお知らせします。
河原田地区まちづくり推進協議会・河原田地区市民センター
こうしんづか

北河原田町からのお知らせ

河原田谷川沿いにある 庚 申 塚 （山神さまが祀ってあります）・常夜灯の敷地が整備され、きれいに
なりました。付近は彼岸花や紅葉等も美しいので、散策の折にはぜひお立ち寄りください。

今日も元気で“イキイキ教室”
いつまでも自分の足で歩き、日常生活が楽しく
過ごせる様に、お友達と共に集いましょう！
★日 時：11 月 2 日（月）10:00～11:00 頃
★場 所：河原田地区市民センター 2 階ホール
★対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方
★参加費：無料
★申込み：不要（当日連絡先を確認します）
★内 容：椅子に座ってのストレッチ・
筋力トレーニング（60 分程度に短縮）
★持ち物：マスク・水分（水筒等）
・タオル
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患を
お持ちの方の参加はご遠慮下さい。
主 催：四日市市ヘルスリーダーの会
問合せ：高齢福祉課 電話：354-8170

～私たちも子育て応援しています～
”すくすくサロン”開催のご案内♪
日 時：11 月 18 日（水）10：00～11：30
場 所：河原田地区市民センター ２階ホール
内容、持ち物、参加費等は下記の LINE アカウン
トまでお問合せください。
みなさんの参加をお待ちしています！！
主催・問合せ：すくすくサロンボランティアの会
坂本 ☎：090-4154-9382
LINE アカウント：すくすくサロン kawarada @gwq8280m
お友達申請受付中です！！

「童謡を歌う会」１１月は新型コロナウイルス
感染拡大防止のためお休みです

１１月の各地区カフェのご案内
北河原田町公会所は、地区回覧にてお知らせします。南河原田町公会所、川尻町公民館、大治田公民
館・貝塚カフェサロンは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため１1 月のカフェはお休みです。

裏面も
ご覧下さい

河原田地区遺族会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の「河原田地区平和祈念祭」は中止します。
皆様のご理解をお願いいたします。

河原田地区 遺族会

保育無料券の申請はお済みですか？
～河原田地区文化祭に出展された
令和元年度南中学校３年生の人権標語～

保育無料券とは、第 2 子以降の子の出産後におけ
る保護者の心身の負担軽減のため、市内の認可保
育園・こども園での一時保育に、上の子を 2 回まで無料
で預けられる券のことです。保育無料券を受け取るには、
交付申請をしていただく必要があります。
◎申請方法：こども未来課・各地区市民センター・市民
窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)にある申請
書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出く
ださい。◎対象者：市内在住の産婦で、第 2 子以降の子
を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児)を養育している
人。◎利用期間：保育無料券を受け取った日から、出産
月の 12 か月後の月末まで。◎利用方法等：一時保育の
予約・利用方法は、園によって異なるため、各園にお問
い合わせください。問合せ：こども未来課☎354-8069

◎見捨てるな 助けられるのは あなただけ
◎気づこうよ 前にいる子の 心のさけび
◎イジメはね 人の心に 傷を刺す
◎一言で 心の中に 傷が付く
◎気付けるか あの子が出してる SOS
◎非難の目 育つ心は 悲劇の芽
◎優しさで 人の心が 癒される
◎SNS さがそう友の SOS
◎気づこうよ 一人一人の 大切さ

◆コンビニ交付サービスの一時停止について メンテナンス作業のため、コンビニ交付サービス業務を停止します。
一時停止日：11 月 １日（日）終日（一時停止するサービス：すべての証明書）
11 月 13 日（金）19 時から、11 月 14 日（土）、15 日（日）の終日
（一時停止するサービス：戸籍証明書（戸籍謄本・抄本）・戸籍の附票の写し）
◆市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）臨時休業のお知らせ 点検作業のため業務を停止します。
臨 時 休 業：11 月 １日（日）
、14 日（土）
、15 日（日）
※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。
市民課 電話：354-8152

よみきかせ

はじめのいっぽ！

おうちで、赤ちゃんへの読みきかせをする時のちょっとしたコツを知りたい。どんな絵本を読んだらいいかを迷っ
ている。そんな人、お待ちしています。おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、ぜひどうぞ！
◎日時：11 月 29 日（日）午前 10 時～11 時 30 分
◎場所：四日市市立図書館 3 階会議室
◎講師：図書館職員 対象：市内在住の中学生以上の人
◎定員：10 人（応募多数の場合は抽選）
◎受講料：無料 託児：なし
◎締切：11 月 11 日（水）必着
◎申込方法：ハガキ・メール・電話・FAX・窓口にて受付 ※住所、名前、電話番号を添えてお申し込みください。
あて先 〒510‐0821 四日市市久保田 1 丁目 2－42 四日市市立図書館「よみきかせ はじめのいっぽ！」係
電話：352-5108 FAX：352-9897 E-mail：tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

秋の火災予防運動

１１月９日～１５日

その火事を 防ぐあなたに

金メダル

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防火に関する意識を高めていただくことにより、
火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合も被害を最小限にとどめることを目的として、毎年「秋の火災予防運動」を
実施しています。以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。
● 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ガスこんろなど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。
● もしものときに備えて
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。 ■問合せ 四日市市消防本部予防保安課 電話：356-2010

あそぼう会 ☎345-5067
◎河原田地区市民センター前
4 日（水）１３：４０～１４：２０
◎川尻町公民館前
２7 日（金）１３：２０～１３：５０

11 月のあそぼう会は 11 日（水）25 日（水）に行います。
25 日は親子リトミックがあります。１０時～１１時３０分
※入口付近に消毒用アルコールを設置しています。必ず手指の
消毒をお願いします。体調の悪い方は参加をご遠慮ください。

