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【河原田地区連合自治会】（敬称略）     

会長 鶴田 万作典 副会長 安田 淳 書記・会計 斉田 隆雄 監査 渡邉 美知夫 

【各町自治会長】（敬称略）      

北河原田町 渡邉 美知夫 貝塚町 服部 孝治 川尻町 安田 淳 県営河原田団地 斉田 隆雄 

南河原田町 佐藤 裕作 内堀町 (代理)坂倉 春彦 大治田 近藤 久郎   

 

          

【対象となるはかり】 ①商店、露店などの商品売買用  ②病院、薬局などの調剤用       

            ③病院、学校などの体重測定用  ④農・漁業などの生産者の生産物売買用  

            ⑤工場、事業所などの材料購入・製品販売用 ⑥農協、漁協などの物資集荷・出荷用     

            ⑦運送業者などの貨物運賃算出用                

＊ 構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、        

市民・消費生活相談室（３５４－８１４７）までご連絡ください。 

計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は２年に１度の検査が義務付けられています。下記の

日時・場所で実施しますので、持ち込みをお願いします。 
 

【日 時】 6 月 2 日（木） 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

【場 所】 JA みえきた 河原田支店 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

日  程 場  所 時  間 検診内容 申込締切日 

１0 月 14 日（金） 

河原田地区

市民センタ

ー 

肺がん／午後 肺がん・結核検診 9 月 6 日(火) 

１１月 16 日（水） 乳がん／午前 乳がん検診（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 10 月 12 日(水) 

１1 月 21 日（月） 

大腸がん／午前 大腸がん検診  

胃がん／午前 胃がん検診 10 月 20 日(木) 

子宮頸がん／午前 子宮頸がん検診  

～ささえ愛のまち 河原田～ 

裏面も 

ご覧下さい 

か わ ら だ 
令和 4 年５月 10 日  NO. ３ 

 河原田地区市民センター 

  ３４５－５０２０ FAX ３４６－８０２０   

令和 4 年度の河原田地区の連合自治会役員・各町自治会長さんが決まりました。 

地域のためにお世話いただきます。よろしくお願いいたします。 

令和４年度 「集団がん検診」のご案内 
 
 

問合せ先：健康づくり課 ☎354-8282 

 

 

 

 

～検診の受付が始まりました～ 

詳細は、広報よっかいち４月下旬号別冊「令和４年度がん検診のお知らせ（保存版）」でご案内しています。 

定員に達した時点で、申し込みを締め切りとさせていただきます。   

 

           納期限は 

５月３１日 (火 )です  
 

軽 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 

（全 期） 

子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー･サポート・センター 新規援助会員講習会のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。あなたの力を子育て支援に活かしてみ
ませんか？受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、援助会員として登録できます。１講座からでも受講できます。 

場所 三浜文化会館 申込方法 電話にて 5 月 28 日（土）までにお申し込みください。テキスト代 2,053 円 

その他 託児あり（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  

☎３２３－００２３（NPO 法人・体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

講習会の日時 6 月４日（土）10：00～15：15、 6 月５日（日）10：00～15：40、  

6 月１１日（土）10：00～15：45、6 月１２日（日）9：30～15：45、 6 月 18 日（土）10：00～15：15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内に設置されている防災行政無線の試験放送を実施します 
 市内１２１箇所全ての防災行政無線の屋外拡声子局の試験放送を実施します。試験放送に併せて、ＣＴＹ－

ＦＭラジオ放送、四日市市 S アラート等からも一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。 

（１）実施日時：５月 18 日（水）午前１１時００分ころから数分程度 

（２）試験放送内容 

放送・吹鳴内容 

【放送内容】上りチャイム音(♪ピンポンパンポン  ) 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

下りチャイム音(♪ピンポンパンポン  ) 

※地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。 

●351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。 

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

●以降の試験は、以下のとおりを予定しております。 

８月１０日（水）１１：００   ２月１５日（水）１１：００ 

１１月１６日（水）１１：００ 

   

 

河原田地区市民センター サークル紹介 美和の会（リライブきもの） 新会員さん募集中 

着なくなった着物や手持ちの服地を使って、もう一度普段の生活を楽しむ作品を作ります。例えば、小物作り、

袋物、作務衣などの日常着を作ってみませんか？ 

活動日 月２回（第１・第３金曜日）     時間 9：00～11：00 

場所 河原田地区市民センター ２階ホール  お問合せ先 河原田地区市民センター ３４５－５０２０ 

 

 四日市市防災・減災女性セミナー ～防災士養成研修～ 
地域の防災・減災活動における女性視点の大切さを学ぶだけでなく、地域の防災・減災活動に積極的に参加したい

と考えている女性のキッカケとなる講義も用意しています！ 

●募集人員：30 名程度（女性限定） ●受講対象：講座終了後、各地区の防災・減災活動に積極的に参加してい

ただける方 ●修了条件：セミナー計１３回中９回以上の出席 ※教本代、資格取得試験の受験料については、別

途、河原田地区連合自治会から補助があります。 ●託児：あり（無料：対象は生後６か月～小学校３年生程度 ※

事前申込が必要） ●申し込み：令和４年５月２７日（金）締切（応募多数の場合は抽選）申込書に名前、住所、

連絡先をご記入の上、FAX、E メールまたは郵送にてお申込みください。 ●主催・問合せ先：四日市市役所 危

機管理課 伊藤・東・高橋 〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5 ☎354-8119 FAX：350-3022 E ﾒｰﾙ：

kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp ／ 四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 〒510-0093 四日市市

本町 9-8（日・月曜、祝日休み）☎354-8331 FAX:354-8339 E ﾒｰﾙ：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 
 

★ほかに、「防災大学」「防災大学 ステップアップ講座」もあります。 

毎年 5 月 12 日は「民生委員・児童委員の日」です 
本市では 609 人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。民生委員は、住民の中から

選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員は、児童福祉法によって民生委

員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。民生委員・児童委員、主任児童委員は、

自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域で、住民の生活上のさまざまな相談に応じています。行

政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関す

る悩みがある人は気軽にご相談ください。    健康福祉課：☎ 354-8109 

 

【連携対象】 

市内全域の防災行政無線 

テレビ（CTY-L 字放送） 

緊急告知ラジオ（CTY－FM） 

四日市市 S アラート 

四日市市安全安心防災メール 

四日市市ホームページ、ツイッター、ＬＩＮＥ 

 

【お問い合わせ先】 

四日市市 危機管理課 

☎ 354-8119 

メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp 

４月下旬号「令和４年度 河原田地区市民センター サークル紹介」欄の訂正とお詫び 
 

記載内容の一部に誤りがございましたので、下記の通り訂正をさせていただきます。 

ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

ヨガサークル 代表者名（敬称略）  誤： 松岡 千幸 ⇒ 正： 石崎 春美 
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