２０２１年４月２０日号 ＮＯ．２
水沢地区市民センター
水 沢 地 区 団 体 事 務 局

すいざわ

329- 200 1
329- 232 3

「すいざわ センターだより」がカラーで見れます。

センターだより

水沢地区のホームページのアドレスは https://suizawa-yokkaichi.com

ご意見・投稿などは suizawahp@gmail.com

水沢地区 令和３年度 がん検診日程
■水沢地区市民センターで行う集団がん検診■
日

程

検

診

内

容

８月２４日（火） 肺がん

時

間

午後

申し込み
締め切り日
７月２１日（水）

１１月１６日（火） 乳がん（マンモグラフィ） 午前・午後
胃がん

午前

１１月１７日（水） 大腸がん

午前・午後

子宮頸がん

午後

胃がん

午前

１１月２５日（木） 大腸がん

午前・午後

子宮頸がん

１０月１４日（木）

１０月１９日（火）

午後

■個別がん検診■（医療機関）申し込み締め切り日・・・令和４年２月８日（火）
※集団検診を受診するためには申し込みが必要です。詳しい内容は、広報よっかいち
４月下旬号別冊「令和３年度
問合せ：健康づくり課

がん検診のお知らせ（保存版）」でご案内します。

成人健診係

 ３５４－８２８２

FAX ３５３－６３８５

三重県警察によると、市内で市役所職員等を名乗る「還付金詐欺」の電話が相次ぎ、被害が発生し
ています。また、令和 2 年中の三重県下における特殊詐欺の被害額は約４億円に上り、令和元年の
被害額（約 1 億円）を大幅に上回りました。
こういった特殊詐欺による被害を事前に防止するには、
「自動通話録音警告機」が有効です。これは、
固定電話に接続して使用する機器で、電話の呼び出し音が流れる前に、発信者に対して警告メッセー
ジを流したうえで、通話を録音することができます。
自動通話録音警告機は、三重県警察で無料貸し出しを行っていますので、貸出を希望される方は、
お住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にお問い合わせください。
四日市北警察署
四日市西警察署

 ３６６－０１１０、四日市南警察署
 ３９４－０１１０

 ３５５－０１１０

市民・消費生活相談室（市役所１階）
 ３５４－８２６４（受付は平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００）
－１－

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ
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。
〇場

所：四日市市三浜文化会館

〇申込方法：電話にて５月２９日（土）までにお申し込みください。
－２－
〇テ キ ス ト 代：２，０５３円
〇そ の 他：保育あり（無料）※事前にお申し込みください。
〇申し込み･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）
日

時

内

容

６／

５（土）

１０：００～１５：３０

相互援助活動の趣旨・子どもの遊び

６／

６（日）

１０：００～１２：００

子どもの病気

６／１２（土）

１０：００～１６：００

子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う

６／１３（日）

１０：００～１６：００

子どもの心と身体の発達・小児看護

６／１９（土）

９：３０～１６：００

６／２０（日）

１０：００～１２：３０

発達障害について～その子どもとの接し方～
子どもの栄養と食生活
援助活動を円滑に進めるために

講習のまとめ

カナダ体操チーム応援メッセージの募集
今年７月に四日市市で東京２０２０オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チームに向けた
「応援メッセージ」を募集します。
ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホー
－２－
ムページなどの広報物に掲載する予定です。
ご応募いただいた方全員に、
「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」
（1 人 1 回まで）をお
送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカナダ体操チームからの
プレゼントもあります。
■募集期間：５月３１日（月）まで（必着）
■応募方法：メールまたは郵送
■応募方法等詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
■問合せ：〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号 国体推進課
 ３５４－８４６２ ＦＡＸ ３５４－８３３８
メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
ＨＰＩＤ：１６０８８６４１９６３５６

－２－

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
<敬称略>
水沢地区の民生委員児童委員
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
役 職
氏 名
担 当 地 区
アで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、
会 長 岡部 長一郎 水沢谷町・北谷町
児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ね
副会長
堤 八継
宮妻町
ており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委
原 桂子
三本松町・西條町
員がいます。
民生委員・児童委員・主任児童委員は、自らも
坂田 嘉代子 水沢本町・水沢中谷町
地域住民の一員をして、それぞれが担当する区域
中村 和正
水沢東町
で、住民の生活上のさまざまな相談に応じていま
田中 はるみ 水沢茶屋町・四ツ谷町・横堀町
す。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つ
田川 小百合 水沢野田町
なぎ役」として、さまざまな活動に取り組んでい
ます。
鈴木 久代
主任児童委員
福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談く
【問合せ】健康福祉課
 ３５４－８１０９
ださい。
ＦＡＸ ３５９－０２８８

３月中旬以降、全国的に新型コロナウイルス感染者数が増加傾向を示し、変異株の感染者
も多数発生するなど、予断を許さない状況となっています。新型コロナウイルス感染症に関
連して、誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
公的機関が提供する正確な情報を入手し冷静な行動に努めるとともに、誰もが感染しうる
ことを受け止めてお互いを思いやる気持ちを持った行動をとることが重要です。
私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの心を持って支えあいましょう。
【問合せ】人権・同和政策課

☎３５４－８２９３

自動車文庫巡回日

３５４－８６０９

あそびにおいでよ

５月７日（金）
水沢三本松バス停
水
沢
病
院

人権センター

ひよこクラブへ

すがすがしい季節になりました。
若葉のざわめきの中で小鳥のさえずりが、
「みんな保育園に遊びにおいで、一緒に遊
ぼう」とひよこクラブのお友だちを呼んで
いるかのようです。
令和３年度の「ひよこクラブ」ガ５月から
始まります。
ご近所のお友だちを誘って遊びに来てくだ
さい。お待ちしています。

１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：１０
１４：２０～１４：５０

人権標語
〇見てるだけ いじめているのと 同じこと
（大槻 日菜）
〇思いやり 行動してこそ 伝わる思い
（鎌田 陽翔）

【５月開催日】１２日・２６日
第２・４水曜日
１０：００～１１：３０
－３－

水沢保育園

３２９－２１６６

－３－
四⽇市市こども⼦育て交流プラザへ遊びに⾏こう︕︕
 ３３０－５０２０

FAX ３３４－０６０６

所在地：四日市市東新町２６番３２号

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

橋北交流会館４階

２０１７年４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。
主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。
また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施設で雨の日も遊べます。
ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】
赤ちゃん広場
９：３０～１１：００
５月 １１日（火）

体重測定や助産師に発育相談ができます。

※受付終了時間
１０：３０

ダンボールハウスづくり
１０：００～１１：３０
５月１６日（日）

１２：３０～１４：００
１５：００～１６：００

入ってあそべる大きな家、お人形とあそべ
る小さな家など、ダンボールを切ってつな
げて自由に「家」を作ろう。
※作った作品は持ち帰ります。

シッティングバレーボール
５月２３日（日）

１５：３０～１６：３０

パソコンラリンピックの正式種目、シッテ
ィングバレーボールに挑戦してみよう！
動きやすい服装で来てね。

てづくり広場
５月２５日（火）

料金

１０：００～１１：００

かんたんな制作をしながら、保護者同士交
流しましょう。

《対 象》
0～１８ケ月、
出産予定の人
《定 員》
当日先着１０名
《持ち物》
母子手帳・バスタオル

《対 象》
小学生とその家族
《定 員》
６グループ
（１グループ最大５名）
《持ち物》軍手

《対 象》小学生
《定

員》１８名

《対 象》保護者
《定 員》先着８名
《持ち物》
おもいでの写真２～３枚

無料

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント実施状況など
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問い合わせください。

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します
実施日時：５月１９日（水）１１：００～数分程度
試験放送内容：市内全て（１２２箇所）の防災行政無線(固定系)屋外拡声子局および
CTY—FM ラジオ放送から一斉に次のように放送されます。

【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。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話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。
【問合せ】危機管理室  ３５４－８１１９

－４－

