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三重県防犯功労者表彰  

楠地区連合自治会長 中村 克義さん 

 
永年の防犯思想の普及高揚と地域安全活動に 
対し三重県防犯協会会長と三重県警察本部長 
より表彰状と盾が送られました。 

 

       

 

 

楠地区の花でうるおいを～ガンバレくす 
 

コロナウイルスの感染・拡大防止で、外出の自粛、イベント等が中止になり、楽しみがなく気分が 

滅入りがちとなる中、地域に根づく植物はその時期・時期で、色とりどりの形や花を咲かせ、湿った 

空気を和らげてくれている。規制は緩和されつつも終息には至ってないコロナですが感染禍を避ける 

対策を心がけ、自分なりに地域の自然にふれ合うことで、うれしくなる気分、楽しい日々を過ごせる 

ようになればと思います。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

田んぼアート見学会 7 月 11 日（土）は中止させていただきます！ 

まちづくり検討委員会では、楠の重要な産業の一つである農業を大切に思っております。 

楠の魅力を発信し、地域のふれあいや活性化に繋げていければと思い、田んぼアートに取り組んでいます。 

今年の田んぼアートは、コロナウイルス感染防止対策として、田植えにつきましては、田植え機による 

機械植え（一部委員による手植え）を行いました。今年のアートデザインは『ガンバレくす』です。近鉄 

電車の車中からながめて下さい。今後の稲刈り体験及び収穫祭につきましては、開催予定です。 

楠地区まちづくり検討委員会 

稲刈り体験 9 月 20 日（日）               

         【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121 

－ １ － 

4 月 宝酒造の桜 5 月 吉崎海岸の浜昼顔 6 月 小倉の紫陽花 

https://kusumachi.net/


令和 2 年度四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します 

1.表彰の対象 

（１） 文化功労者 

① 学術、芸術、その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者 

② ①に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著である者 

③ 文化遺産の研究、調査を重ね、その保護、保存に貢献し、その功績が顕著である者 

（２） 市民文化奨励賞 

① 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者 

② 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者 

③ 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者 

※上記（１）（２）とも、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または活動拠点が本市内に

ある個人または団体。（１）については、概ね 20年以上の活動歴および年齢 60歳以上を経験と実績

の目安とします。 

２．候補者の推薦 

 表彰の対象に該当すると認められる者があるときは、該当者の所属する団体または関係機関の長か

ら推薦書を提出してください。 

３．審査方法 

 （１）、（２）とも提出書類をもとに選考委員会において審査 

４．募集期間 

   令和 2年 7月 1日（水）から 8月 5日（水）【お問い合わせ】市民文化部文化振興課 電話 354-8239 

 

本郷生き物かんさつと川あそび」中止のお知らせ 

 8 月 2 日(日)に予定しておりました、「本郷生き物かんさつと川あそび」はコロナウイルス感染 

 防止対策として中止とさせていただきます。 

【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121 

 

 

 

コンビニ交付サービスの一時停止について 市民課(電話 354-8152 FAX359-0282) 

広報よっかいち６月下旬号にて、７月１５日（水）のコンビニ交付サービス一時停止のお知らせを掲載いたしま

したが、停止日を７月２３日（木）から７月２６日（日）の終日に変更させていただきます。迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。■一時停止日 ７月２３日（木）から７月２６日（日）終日 
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楠防災会館ご利用の皆様に            【お問い合わせ】電話 397-2277 
  7 月 9 日（木）から 15 日（水）までの予定で、2階・3階トイレの洋式化工事を行います。 

  ご利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いします。 
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♡ありがとうは人と人とのかけ橋だ   （楠中 2 年生作品） 

 ♡言わなくても見ているだけで差別だよ （楠中 3 年生作品）※学年は応募時（2018 年度）のものです。 

「楠ちびっこサロン」からのお知らせ 

未就学児とその保護者、及び小学生を対象とした移動児童館を、毎月第 3火曜日に開催しておりますが 

7 月 21日（火）は中止とさせていただきます。9 月より再開を予定しております。 

場 所：楠福祉会館 2階 和室  

参加費：無料 

主 催：楠地区民生委員児童委員協議会 【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121 

困ったら 一人で悩まず 行政相談 
役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？ 

そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。 

通常は、毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行っている行政相談を、7月は 

塩浜地区市民センターで実施します。 

年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。 
日 時：7月 21 日（火）13 時～16 時   

場 所：塩浜地区市民センター1 階会議室（塩浜本町 1丁目 1-2） 

※塩浜地区以外の方のご相談にも応じます    

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談相手です 

   ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。 

【お問い合わせ】市民生活課 市民・消費生活相談室 電話 354-8147 

宅医療市民啓発活動事業を補助します 

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）に 

かかる経費の一部を補助します。 

１．対象事業 

  ９月 1日（火）～ 令和３年 3月 31 日（水）に実施される事業 

  （※同一申請者(団体)による申請は、年度 2 回までとします） 

２．応募資格 

  市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

３．補助限度額 

  活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助） 

  ただし、補助金額には上限があります 

４．募集スケジュール 

  7 月１日（水）～ ８月７日（金）注：健康福祉課 必着 

必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。                

申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。 

５．応募書類 

  募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。 

  また、市のホームページからもダウンロードできます。 

                          【お問い合わせ】健康福祉課 電話 354-8281 

 



保育園・幼稚園からのお知らせ いきいき子育て 7 月 

※未就園児を対象に園庭を一部解放しています。詳細は各園にお問い合わせ下さい。 

わくわく広場 幼稚園園庭開放 

★くす北保育園★ 

電話 398-3135 

毎週木曜日 

7 月２日、９日、３０日 

１６日➡ゆめの木で開催 

9 時 30分～11時 30分 

 

★くす南保育園★ 

電話 397-2152 

毎週火曜日 

７月７日、１４日、２１日 

２８日 

9 時 30分～11時 30分 

☆楠北幼稚園☆ 

電話 397-3653 

毎週水曜日・木曜日 

７月１日、２日、８日、９日、１５日、１６日 

１０日➡３歳の日 H27.4.2～28.4.1生まれ対象 

9 時 30分～11時 30分 

園舎工事のため、楠南幼稚園にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 
新しい本が図書室に入りました。貸出中の場合は、予約をお願いします。 

『雲と出会える図鑑』           『捜査一課式防犯 BOOK』  

『超★簡単音のゲームあそび』       『日本の美しい言葉辞典』 

『ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ』 『えだまめ』 

『これでできた！とびばことさかあがり』  『ザ・10回折りおり紙ヒコーキ』  

『おたすけこびととおべんとう』      『オニのふろめぐり』 

市民センターからのお知らせ           【お問い合わせ】電話 398-3111 

 図書室に新しい本がはいりました 

『ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー』  

『乗り物の迷路』        『おもちゃの迷路』 

『syunkon カフェごはん 7』  『タヌキのきょうしつ』 

『味付け上手になれる調味料使いこなし手帖』 

『おこりたくなったらやってみて』『クスノ木の番人』 

『北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと』 

 

  『陶芸教室』 

土の感触を楽しみながら、自分の好きな焼き物を

作ってみよう。 

 日時 ：8 月 4日（火）10 時～12 時 

 場所 ：楠地区市民センター 3階 

参加費：500円 

 申込受付 7月 31 日（金）まで 

 持ち物：すいとう・タオル・マスク 

貸出中の場合は予約

をお願い致します 
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『キッズお菓子教室』 

かわいいおやつを作って持ち帰ります！ 

日時 ：７月 31 日(金)13 時３０分～１5 時予定 

場所 ：楠交流会館調理室 

持ち物：エプロン・三角巾・タオル・マスク 

参加費：600円 

対象 ：小学４年～６年生 

メニュー：オレオマフィン いちごジャム作り 

お問い合わせ：楠地区市民センター 

 

 
         詳細は「こども広報くす」にて、ご確認ください 


