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第９回 全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち
無観客開催＆ライブ配信決定！
「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15 家族が四日
市を舞台に腕を競い合います。
今回は無観客開催とし、本選の模様をライブ配信いたします。それぞれの個性が輝くバラエテ
ィ豊かな家族の演奏による音楽コンクールをぜひご覧ください。

富田地区人権教育推進協議会
本年度もたくさんの作品の応募をいただきました。多数の作品の中から下記の児
童・生徒の作品を選出いたしました。
【小学校の部】
特選 ６年
特選 ６年
入選 ６年
入選 ６年

伊藤
太田
羽根
佐藤

美緒
亜子
渉真
帆香

優しさは 誰もを救う 宝だよ
人権標語 必要のない社会 つくりませんか
思いこみ いじめにつながる その一歩
がまんせず 相談しよう いやなこと

【中学校の部】
特選 ３年
入選 １年
入選 １年
入選 ２年
入選 ２年
入選 ３年

草野
生徒
林
稲垣
淺野
渡部

亜依

さあ、つなごう 優しさのバトン 全員で
ありがとう 感謝の気持ち つたえよう
むけないで 笑顔をうばう 言葉のナイフ
あいさつは 人の心に 花咲かす
思いやり 繋げて広がる 笑顔の輪
その言葉 自分に向けて 言えますか？

愛子
紗羽
知夏
綾梨

◇日
時
◇視聴方法

10 月 18 日(日) 13:00～17:00（予定）
・ケーブルテレビ「シー・ティー・ワイ」
・CTY コネクト（スマートフォンアプリ）
・Youtube Live

◇問合せ先

全国ファミリー音楽コンクール実行委員会
（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
059-354-8239 FAX059-354-4873
ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

あさけプラザ工事に伴う駐車場の大幅減少について(ご案内)
ホールなどの工事により、斜線部分は以下の期間、駐車や通行が出来なくなります。
皆様にはご不便をおかけしますが何卒、ご理解とご協力をお願いします。
令 和 ２ 年 ～ 令 和 ３ 年
期 間
10/27～10/31
11 月頃～2 月頃
3 月頃～4 月末
5 月頃～9/30
駐車や通行が
①の一部
①～⑥ ※
①～④
①・②
出来ない場所
※ ⑤の工事期間中、臨時駐車場（運動広場）への出入りはＢ駐車場の片方の入口より可能です。

ＳＴＯＰ！コロナ差別
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、誤解や偏見により、感染者や医療関係者とその家族、
感染者が確認された事業所などに対する誹謗中傷やいじめ、差別的な対応といった人権侵害が
増加しています。
新型コロナウイルス感染症による差別は決して許されるものではありません。
闘う相手はウイルスです。
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。
人権・同和政策課 ☎３５４－８２９３
人権センター
☎３５４－８６０９

(お問い合わせ電話番号)
あさけプラザ 059-363-0123
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認知症総合支援事業の申請を受け付けます。

心を包む風呂敷

【安心おかえりシール、あんしんＧＰＳ、あんしん保険】

～昔からある風呂敷の良さを改めて感じられます～

四日市市では、高齢化の進行とともに認知症高齢者が増加する中、地域で安心して暮らすことが
できるよう、以下の認知症支援事業を始めます。申請は高齢福祉課まで。

レジ袋の有料化で、エコバッグへの関心も高まっていますね！ 今、エコバックとしても
活用できる、昔ながらの「風呂敷」にも関心が寄せられています。軽くてハンカチのように
たためる、包むものに合わせて調整できる、洗濯ができるなど「風呂敷」ならではの魅力も
たくさんあります。
今回のまなびや（※１）では、そんな「風呂敷」について、簡単な使い方を知ると同時に、
風呂敷が伝える日本の文化にもふれてみませんか？
みなさんお気軽にご参加ください。

◇内 容
(1) 認知症高齢者安心おかえりシール交付
服やつえなどに貼ることができるＱＲコードシールを配付。発見者がＱＲコードを読み
取り、すみやかに安否を家族に知らせることができます。
(2) 認知症高齢者等あんしんＧＰＳ貸与
高齢者が身に着けやすい小型のＧＰＳ機器を貸し出します。
(3) 認知症高齢者等あんしん保険加入
誤って線路に立ち入り電車を止めてしまったなどの賠償責
任に備え、1 事故当たり最高 1 億円の保険に加入します。

【ＱＲコードシールのデザイン】

◆日 時：令和 ２年 10 月 27 日（火）10：00 ～ 12：00
◆場 所：サロン よってこ家（富田３丁目 14－14）
◆内 容：「心を包む風呂敷」～風呂敷の文化と活用方法～
◆講 師：野口 裕 氏（市博物館職員）
◆定 員：10 名程度（定員になり次第〆切）
◆持ち物：風呂敷（70cm 四方、または 90 ㎝四方が一般的）
ティッシュの大きさ程度の箱、飲み物等
◆申込み：10 月 23 日（金）までに、住所、名前、電話番号を
下記までお伝えください。
四日市市社会福祉協議会 四日市市ボランティアセンター
 059-354-8144・FAX 059-354-6486
E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

QR ｺｰﾄﾞは ㈱ﾃﾞﾝｿｰｳｪｰﾌﾞの

◇対 象：次の全てを満たす方
登録商標です
(1) 認知症高齢者や若年性認知症で道に迷うおそれのある方
(2) 市内に住所があり在宅で生活する方
(3)「認知症高齢者ＳＯＳメール配信事業」(※)の事前登録者
※道に迷う心配のある方の特徴を事前に登録し、行方不明の際にメール配信により地域に情
報提供をお願いするしくみ
◇申込等
高齢福祉課もしくは最寄りの地域包括支援センター、在宅介護支援センター等にご相談くだ
さい。いずれの事業も利用料は無料です。
◇お問合せ：四日市市役所 高齢福祉課 ：059-354-8170

※1：“まなびや”は、毎回「テーマ」を決め、みんなで学び合い、つながる場です。

FAX：059-354-8280

四日市市制施行１２３周年記念事業

四日市の時空を旅する一日
日
場
内

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 ： 10 月 17 日（土） 10：30 開演（10：00 開場）
所 ： あさけプラザ ホール
容 ： ●10：30～12：00 近代の四日市を旅する～豊穣の地の記憶～
講師：元日本産業技術史学会会員 北野 保さん
明治・大正・昭和の時代を中心に、市制が施行された四日市 123 年間の歴史の歩みを振り返ります。
たてば

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

●13：00～14：25 近世の東海道を旅する～富田立場や焼はまぐり～
講師：東海道四日市宿資料館館長 長谷川 博久さん
近世の四日市の東海道の様子を、富田立場や焼はまぐり等にもふれながら紹介します。

対
場
期
内

象：18 歳以上の人
所：四日市公害と環境未来館など
間：11 月 14 日・28 日、12 月 13 日、1 月 16 日・30 日、2 月 13 日（全 6 回）
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演やバス
による現地見学など
受講料：無料
定 員：10 名（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知）
詳しくは四日市公害と環境未来館ホームページ
（https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/）まで
申し込み・お問い合わせ
11 月 5 日（木）までに住所、名前、年齢、電話番号を記載し、はがきかファックス、
E メールで、〒510-0075 四日市市安島 1-3-16 四日市公害と環境未来館まで
メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
：（059）354-8065
ファックス：（059）329-5792
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●14：35～16：00 古代の東海道を旅する～朝明駅家や久留倍官衙遺跡～
講師：社会教育・文化財課（くるべ古代歴史館） 学芸員 渡部 敦寛さん
古代の四日市の東海道の様子を、朝明駅家や久留倍官衙遺跡等にもふれながら紹介します。
●16：15～17：30 よしせん
津軽三味線ふたり響コンサート
出演：三味線 松永 義仙さん・パーカッション 橘 はこべさん 総合司会：橘 はこべさん
三味線の起源、津軽三味線の誕生そして東海道を旅した民謡について、語り演奏を行います。

２

参加費 ： 無料（事前申込不要）
定 員 ： 148 人 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、定員が変更になる場合がございます。
問合せ先：四日市地域総合会館 あさけプラザ 四日市市下之宮町 296－１ 059-363-0123

