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マスクの着用 咳エチケット 手指のアルコール消毒 ソーシャルディスタンスの確保 定期的な換気 飛沫防止シートの設置 

 

裏面もご覧下さい 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

 ８月定例月議会の議会報告会を、11月１日・２日に開催します。常任委員会ごとに18時30分～４会場で開催します。定例

月議会での議論を、議員が直接市民の皆さんにお伝えし意見交換も行います。市内に在住又は通勤・通学する人を対象とし、

事前申込みは不要です。◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、よっかいち市議会だより６月定例月議会号（8月5

日発行）の掲載内容から終了時刻を変更したためご了承ください。◆会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。

◆全会場、手話通訳いたします（事前予約不要）。◆新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更

となる場合があります。                  問合せ：四日市市議会事務局 議事課 電話：354-8340 

～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 17 日（水）10：00～ 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！！ 

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ように、お友達と共に集いましょう！ 

★日時：11 月 1 日（月）10：00～11：30（時短有）★対象：おおむね 65 歳以上の市民の方  ★申込み：不要  

★場所：河原田地区市民センター2 階  ホール ★持ち物：マスク・水筒・タオル等  ★参加費：無料 

★内容：介護予防の運動  ※マスク着用・手指の消毒・検温にご協力下さい。体調の悪い方は参加をご遠慮ください。 

新型コロナの感染状況により中止有り   問合せ：高齢福祉課 ☎ 354-8170 主催：四日市市ヘルスリーダーの会 

  衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ 

◎投票日：１0 月 31 日（日）午前７時～午後８時 ◎投票所：河原田小学校コミュニティルーム（旧ランチルーム） 
※入場券には投票所が書いてあります。ご自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って所定の 

投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。 

投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！ ◎開設期間：10 月 20 日（水）～30 日（土）午前８時 30 分～午後８時 

（入場券が届く前であっても、資格があれば期日前投票できます）◎開設場所：総合会館・防災教育センター・南消防署南部

分署・北消防署北部分署 ※ヘルスプラザ及び中消防署中央分署は開設しませんのでご注意ください。 

か わ ら だ 

日 時 11 月１日（月）１８：３０ ～ １９：４５ 11 月２日（火）１８：３０ ～ １９：４５ 

常任委員会 教 育 民 生 産 業 生 活 総   務 都 市・環 境 

所管事項 
教育、こども、 

健康福祉など 

商工業、農林水産業、 

市民文化、市立病院など 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防、シティ 

プロモーションなど 

道路、住宅、上下水道、 

環境衛生、国体など 

会 場 

四郷地区市民ｾﾝﾀｰ 保々地区市民ｾﾝﾀｰ 海蔵地区市民ｾﾝﾀｰ 常磐地区市民ｾﾝﾀｰ 

室山町 645-1 市場町 3039-5 大字東阿倉川 622-1 城西町 8-11 

2 階大会議室 2 階会議室 2 階中会議室 2 階大会議室 

 

令和 3 年１０月２０日  NO. １４ 

 河原田地区市民センター 

  ３４５－５０２０ FAX ３４６－８０２０  

★「竹灯り作り」のお知らせ★  河原田地区に生い茂る竹を利用して、「竹灯り」を作りませんか！ 

11 月下旬に地域の皆様を対象に、竹灯り作り講座を予定しております。また、12 月中旬には河原田小学校 

6 年生に、竹灯り作りに挑戦していただきます。詳細は、かわらだ広報 11 月上旬号にてお知らせいたします。 

ぜひご参加ください。「竹灯り点灯イベント」は、今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止 

とさせて頂きます。尚、竹灯りの「飾り付け点灯」は期間を設けて行います。 

～ささえ愛のまち 河原田～ 

四日市市社会福祉大会表彰 

新型コロナ感染症拡大防止のため、令和 3 年度四日市市社会福祉大会は中止と 

なりましたが、顕彰のみ行われ、河原田地区からは下記の方々が表彰されました。 

おめでとうございます。 

四日市市社会福祉協議会会長表彰（地域福祉）大治田  橋本 仁さん（地区社協） 

四日市市社会福祉協議会会長感謝（地域福祉）河原田町 佐藤賢治さん（地区社協） 

 

安心して投票していただけるよう、コロナ対策にご協力ください。四日市市選挙管理委員会事務局 ☎354-8269 



 

 

 

 

四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。

時間を活かして新しいことにチャレンジしたい！人と接することが好き！そんな方をお待ちしています。 

対 象：18 歳以上の人 場 所：四日市公害と環境未来館など 受講料：無料 期 間：11 月 13 日・27 日、12 月 18

日、1 月 15 日・29 日、2 月 12 日（各土曜日 全 6 回） 内 容：四日市公害についての基礎知識を学ぶ講座、多彩な講

師による講義やバスによる現地見学など 定 員：10 名（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 

申込み・問合せ：11 月 4 日（木）までに住所・名前・年齢・電話番号を記載し、はがきか FAX・E メールで送付ください。 

〒510-0075 四日市市安島 1-3-16 四日市公害と環境未来館 電話：354-8065 FAX：329-5792 

メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

※詳細は右記ホームページまで  https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/ 

Zoom によるオンライン開催 女性による女性のためのカウンセリング講座 

四日市公害と環境未来館解説員養成講座を受けてみませんか？ 

四日市市の魅力発見  四日市スタイル フォトコンテスト 
📷募集作品 市内で撮影した写真。人・モノ・風景・グルメ何でも OK です（過去に撮影した写真も可）。 

📷応募手順 ①インスタグラムをインストールし、公式アカウント（@yokkaichi_style）をフォローする。  

②ハッシュタグ「#四日市スタイル」をつけて写真を投稿する（１人何回でも可）。  

📷結果発表 入選者には 12 月末ごろにダイレクトメッセージで連絡します。入選作品は市ホームページなどで発表予定。 

📷募集期間 11 月 1 日～12 月 12 日                問合せ 広報マーケティング課（☎354-8244） 

◎河原田地区市民センター前 

2 日（火）１３：４０～１４：２０ 

◎川尻町公民館前 

３０日（火）１３：２０～１３：５０ 

 

入選者には 

景品を 

プレゼントします 

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。貝塚カフェサロンは、新型コロナウイルス感染症終息までお休みです。 

南河原田町公会所は１１月２日（火）・川尻町公民館は１１月１６日（火）に再開します。 

おばたコミュニティセンターの 3 日会は 3 日（祝）に再開します。※新型コロナ感染症の感染状況により中止有り 

四日市市消防本部からのお知らせ 
秋の火災予防運動 11 月 9 日～15 日 『おうち時間 家族で点検 火の始末』 

これから火災が発生しやすい時季を迎えます。コロナ禍の影響でご自宅にて過ごす時間も増えてきているかと思います。

この機会に今一度、『防火』について考えていただき、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 10 のポイント 

≪４つの習慣≫①寝たばこは絶対しない、させない。②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。③こんろを使うとき

は火のそばを離れない。④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

≪６つの対策≫①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。②火災の早期発見の

ために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝

具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認してお

く。⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。⑥防火防災訓練への参加、戸別訪

問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

●住警器ちゃんと作動しますか？ 住宅用火災警報器（住警器）があると火災が発生した際に早期発見することができます。

いざというときに正常に作動するように点検ボタンを押すなどして点検しましょう。異常を知らせる音声等が鳴った場合は

機器の交換をお願いします。       ■問合せ 四日市市消防本部予防保安課（☎ 356-2010・FAX 356-2041） 

あそぼう会 ☎345-5067 

◎講師：石田 ユミ さん フェミニストカウンセラー・公認心理師・臨床心理士 ◎対象：市内に在住または通勤・通学し、

全４回参加できる女性で、インターネット接続環境で Zoom アプリを使えるタブレット端末、または Web カメラ付きのパソ

コン（スマートフォンは不可）を用意できる人 ◎定員：10 人程度（先着順、ただし相談・支援に携わっている人を優先）  

◎参加費：無料（通信料は自己負担） ◎問合せ・申込み：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 電話：354-8331 FAX：354-8339 E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

日 

時 

11 月 27 日（土）13 時～16 時 00 分 内 

容 

第１回オリエンテーション・自己紹介 第 2 回カウンセリングの基礎 

12 月 ４日（土）13 時～16 時 30 分 第３回カウンセリングの理論     第4回カウンセリングの実習 

 

楠小学校 給食パート募集（１２月上旬からの勤務です） 

◇職種：小学校給食調理員給食パート１名 ◇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・冬休みは勤務無し）◇勤務時間：午前８時３０分～午後３時００分（実働５時間４５分）◇時間給：１０１０円

（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費別途支給）◇申込み：教育総務課（℡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２１日（木）～１１月５日（金） 

11 月のあそぼう会は 10 日（水）24 日（水）に行います。 

24 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。 

◇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症拡大防止のため、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 
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