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村上 美子さん

地域で子どもたちを守りましょう
全国、世界で、子どもが被害にあう悲しい事件が度々起こっています。
私たちの楠地区でも、最近、小学生が不審者から声を掛けられる事件が発生しました。
子ども達が安心・安全で暮らすせるよう、地域の皆さんの目で子どもたちを守りましょう。
また、『いかのおすし』を合言葉に自分の身を守りましょう。

『いか・の・お・す・し』

原田

豊子さん

（楠地区民生委員・児童委員協議会会長）

民生委員をさせて頂き早いもので 25 年の月日が経ちました。10 歳か
ら育った楠の町が大好きで、自分の子ども達の成人をきっかけに、何かお
役に立てればと民生委員を引き受けました。
民生委員としての日々を重ねるうちに私自身の人生が民生との関わりの
深いものであったと気づき、今までいろんな人に支えられ温かい情をうけ
て今の幸せがあると悟りました。それからの民生活動は私の生き甲斐へと
なりました。体調を崩したこともありましたが吹っ飛びました。!(^^)!
昨年 5 月の民生委員制度 100 周年記念では、楠地区の歴代委員との交流会を開催し新旧の絆を深
めることもでき、民生活動へのさらなるモチベーションにつながりました。
これからも民児協の仲間とともに高齢者・こども・障害をもつ人、誰もが自分らしく互いに支え合
い笑顔で暮らせる地域づくりを楠地区の諸団体と協力して福祉の充実に励みたいと思っております。
－ １ －

楠地区市民センターは楠地区民生委員・児童委員協議会を応援しています！

特集 地域団体の紹介

楠地区民生委員・児童委員協議会って？

楠地区民生委員・児童委員協議会では、厚生労働大臣から委嘱された２５人の民生委員・児童委員
と２名の主任児童員が、地域の絆づくり・地域福祉の充実のためにご活躍されています。
これらの方々は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、みな様の生活上のさ
まざまな相談に応じています。
法律により個人の秘密は堅く守られていますので、ご不安を一人で抱え込まず、まずは民生委員ま
たは児童委員に安心してお気軽にご相談ください。
なお、当協議会では相談業務以外にも「街角カフェ」や「子育てＧＯ！」など、様々なイベントなども
実施していますので、積極的にご利用してみましょう。
≪主な取り組み≫
独居高齢者への見守り弁当の配布
連
街角カフェ（高齢者の交流）
合
くすりんフェスタ（認知症予防活動）
自
子育て治GO！（未就園児の子育て支援）
会
など
≪正しく知ってほしいこと≫
１．厚生労働大臣によって委嘱されていること
２．法律上の守秘義務を有しており安心して相談できる相手であること
３．無報酬で活動しているボランティアであること

市内学童保育所の指導員募集
学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
◆指導員登録説明会
市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。登
録いただいた人には、指導員を募集する学童保育所を市から紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成 29 年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。
日

時：６月 23 日（土）18:00～

場所：四日市市文化会館 第 4 ホール

申込み：６月 20 日（水）までに、住所、名前、電話番号、あれば FAX 番号、Ｅメールアドレス
を、電話か FAX、Ｅメールで、こども未来課へ 電話 354-8069 FAX354-8061
E メール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、暑い夏を元気に過ごしましょう。
1． 室温が 28 度を超えないよう、上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。
2. 喉が渇いた、と感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
3. 日頃から体力づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠をといった体調管理を行いましょう。
【お問い合わせ】健康づくり課 電話 354－8291
－ ２ －

人権標語(人権標語入選作品)を紹介します
♡

「その言葉 自分が言われてうれしいの？」（楠中１年生作品）

♡

「やめようよ 見て見ぬふりしらんぷり」
（楠中１年生作品）
※学年については応募時（29 年度）のものです。

新・増築の家屋調査にご協力を
平成 30 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査に伺
います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職員は、固定資
産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。
また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台帳登録者
の変更届」の提出が必要です。また、家屋を取り壊したときにもご連絡をお願いします。
【お問い合わせ】資産税課家屋係 電話 354－8135 FAX354－8309
【お問い合わせ】健康福祉課

地域づくりマイスター養成講座

電話 354-8109

Fax359-0288

受講生募集

地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした講座を開催します。地域のまちづくりに
興味がある方からのご応募をお待ちしています。
講座日程などの詳細については市民協働安全課にお問い合わせください。
【お問い合わせ】

市民協働安全課

電話 354－8179 FAX354－8316

楠福祉会館「教養講習会」開催のご案内
寄せ植えの講習会を行います。気軽に参加してみてください
日 時：６月 19 日（火）13 時 30 分～
場 所：楠福祉会館 ホール
参加費：1,500 円
持ち物：鉢（30 センチくらい）販売もあります。
申込み締切：6 月 5 日(火)
【お問い合わせ】楠町商工会 電話 397－2046 楠福祉会館 電話 397－2105

「ホタルの郷コンサート」のお知らせ
今年も皆さんに楽しんでいただけるよう、音楽グループさん達による演奏会を開催します。
ホタルの観賞会もお楽しみに！ご近所お誘いあわせの上お越しください。
日時：5 月 26 日（土）17 時～
場所：楠歴史民俗資料館

当日のキャンドルイルミネーションのボランティアも募集して
います。協力者には“かき氷”のサービスがあります。

内容：コンサート 17 時～
キャンドル配置 18 時 30 分～

キャンドル点火

19 時～

【お問い合わせ】楠地区団体事務局

吉崎海岸清掃

電話：398-3121

～私たちの力できれいな砂浜にしてみませんか～

次回は６月３日（日） 8 時～砂浜清掃と外来種駆除
9 時～海の楽しい勉強会 伊勢湾のヘドロ・漂着ごみ
(四日市大学 環境情報学部教授 千葉 賢さん)
【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121
－ ３ －

楠地区市民センターからのお知らせ
食生活を見直す料理教室

【お申し込み・お問い合わせ】電話 398-3111

パート１

食生活改善推進協議会さんから初夏のバランス食料
理を学びます。家族の健康づくりに役立てませんか？
日 時：6 月 16 日(土)10 時～12 時
場 所：ゆりかもめ２階 調理室
持ち物：エプロン 三角巾 ふきん２枚
材料代：６００円
申し込み締切り 6 月 11 日(月)まで

ガーデニング教室
花の育て方も学びます。
日 時：５月 30 日(水)10 時～

男性のためのイタリア料理
初めての方でも大丈夫です。

メニュー詳細は 1 週間前にわかります。

日 時：6 月 17 日(日)9 時 30 分～

お申し込み・お問い合わせは楠地区市民センターへ

≪お詫び≫

☆サークル紹介☆

ペーパークイリング教室の開催日に誤りが

《あみものサロン》
かぎ針編みでいろいろなものづくりにチャレンジし
ています。また会話も楽しんで和やかな時間を過ごし
ています。一度気軽に覗いてみませんか？
活動日はセンターにお尋ねください。

ありました。申し訳ございませんでした。
日時：6 月 4 日→6 月 6 日になります。

楠交流会館図書室からのお知らせ

【お問い合わせ】電話 397-2277

＜休館日：６月４日(月),11 日(月),25 日(月) 特別整理期間 18 日(月)～ 22 日(金)＞
おはなし会
よみきかせ

６月

９日(土) 15 時～15 時 30 分 語り手：語りの会「どっこいしょ」

ひよこ ６月 28 日(木) 10 時 30 分～11 時

自動車文庫

６月 29 日(金) 10 時 20 分～10 時 50 分（楠本郷公民館）
111 時～11 時 45 分（楠福祉会館）

楠歴史民俗資料館からのお知らせ

【お申し込み・お問い合わせ】電話 398－3636
※詳細については直接お問い合わせください

◎６月前半企画展示「ライティングアート・グラスアート作品展」
【展 示 期 間】

６月

１日(金)12 時

～15 日(金)最終日 12 時まで

◎６月後半企画展示「花を楽しむ大人の暮らし」[アーティフィシャルフラワー《造花》]
【展 示 期 間】 ６月 16 日(土)13 時 ～30 日(土)最終日 13 時まで
【体 験 会】 ６月 23 日(土)10 時 ～15 時まで 有料 500 円

ゆめの木からのお知らせ

【お申し込み・お問い合わせ】電話 397-3972
※詳細については直接お問い合わせください

★６月の行事予定
○健康体操

６月 ２日(土)、16 日(土)10 時～11 時 参加費・申し込み不要

○生きがいづくりセミナー

６月 20 日(水)10 時～11 時

○親子教室

６月 20 日(水)10 時 30 分～12 時 お弁当づくりのノウハウとおやつ作り

運動のできる服装で

先着 6 名

つぶやき

参加費・申し込み不要

6 月 18 日までに申し込み

参加費 200 円

市民センター事務室の隣には、楠地区団体事務局があります。連日、地域の方々の元気な

声が聞こえてきます。地域づくりのために頑張っていただいてありがとうございます。m(__)m

－ ４ －

広報くす担当ｗ

