回 覧

第 １２ 号
平成２７年 ９月 ２０日
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

かいぞう地区
３日（土）海蔵幼稚園運動会
３日（土）同推協人権の集い
８日（木）肺がん・結核検診
20 日（火）イキイキ教室

検索

（海蔵幼運動場）
9：00～
（海蔵小体育館）
13：30～
（海蔵地区市民センター） 9：30～
（海蔵地区市民センター）13：30～

海蔵地区福祉の家 10：00～
１６日(金) 野田公会所
13：30～
１６日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～
１４日（水）阿倉川町
１４日（水）東阿倉川１区
１６日（金）みゆきヶ丘二丁目
２２日（木）海蔵地区市民センター

10:10～10:40
10:50～11:20
13:30～14:10
10:00～10:30

ピアゴ北側駐車場
住友電装阿倉川寮
自治会管理駐車場
センター駐車場

海蔵地区市民センターで実施する集団検診の締切が
近づいています。お早目にお申し込みください。
日程
１０月８日（木）

時間
午前・午後
午前
１１月１１日（水）
午前・午後
１２日（木）
１３日（金）
午後

検診内容
申込締切日
肺がん・結核検診
９月２４日（木）
胃がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ） １０月１６日（金）
大腸がん検診
子宮頸がん検診

※詳しくは、広報よっかいち４月下旬号別冊をご覧ください。

婦人会では地区文化祭でバザーを開催します。
ご家庭に不用品（新品）がありましたら１０月１０日（土）までに各町の婦人会本部役
員、理事宅まで届けて頂きますようご協力をよろしくお願いいたします。
※昨年の地区運動会に、バザーのためにお寄せ頂いた品物も合わせて出品いたします。
問合せ先 婦人会会長

笹岡 乗子 TEL ３３１－７９３３・TEL ３３３－６６２８
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★

１０月から通知カードは原則住民票の住所に簡易書留で届きます。
（世帯主宛）

★

送付物・通知カード＋個人番号カード交付申請書（世帯人数分）※通知カードと申請書が
一体になっております。
・案内文書
・交付申請書の送付用封筒

★

今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。
※通知カードは転送不要で送られます。

★

個人番号カードの交付を希望される場合は、個人番号カード申請書の郵送の他、スマート
フォンやウェブ等での申請が可能です。
※個人番号カード用の顔写真の添付が必要です。
（詳しくは申請書で確認してください）

▲

通知カード（イメージ図）
（表）

★マイナンバー制度の問い合わせ先
コールセンター（有料）
日本語窓口：０５７０－２０－０１７８
外国語対応：０５７０－２０－０２９１

（裏）

市民課

：TEL３５４－８１５２
FAX３５９－０２８２

「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。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に、是非、みなさまお誘い合
わせの上、お越しください。
日時

１０月１８日（日）１３：００開演（１２：２０開場）

場所

文化会館 第１ホール

料金

無料（入場整理券が必要です）

♪入場整理券は、９月２４日（木）から各地区市民センター、文化振興課、文化会館、あさ
けプラザ、男女共同参画センターにて配布いたします。
（お一人につき 4 枚まで）

※往復はがきでの申込みもできます。１０月５日(月) 必着
はがき裏面に「音楽コンクール入場整理券希望」
、郵便番号、住所、名前、電話番号、希望枚数
（はがき 1 枚につき 4 人まで）を記入のうえ、〒５１０－８６０１四日市市文化振興課までお送りく
ださい。

問合せ先 文化振興課 TEL３５４－８２３９

７月１６日（木）に開催されました園主催の夏まつりと同時開催のバザーに、
皆様からご協力頂きありがとうございました。多数の品物を提供していただき、
大盛況のうちにバザーを終えることができました。
なお、収益金は園児のために、有効に使わせて頂きます。
今後とも、PTA 発展のためご協力をお願い申し上げます。
海蔵幼稚園 PTA 一同
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シルバー人材センターでは、市内在住の原則 60 歳以上で健康で働く意欲のある人を会員と
して募集しています。
「入会説明会」を開催しますので、ぜひご参加ください。
〇日 時 １０月１３日（火）１０：００～
〇場 所 海蔵地区市民センター 2 階 小会議室
〇持ち物 筆記用具
※当日入会手続きをされる場合は、次の①～⑤をご持参ください。
① 印鑑
② 顔写真（３㎝×４㎝） ③ 通帳（銀行か郵便局・本人名義）
④ 年会費 ３６００円
⑤ 本人の氏名・住所・生年月日が確認できる書類（運転免許証、パスポート、健康保険証等）
その他、定期の入会説明会も開催しています。
毎月 第２水曜日 １３：３０～
シルバー人材センター ３階会議室
問合せ 四日市市シルバー人材センター TEL３５４－３６７０ FAX３５１－４８３０
ホームページ http://www.yokkaiti-sjc.or.jp

◆募集職種・・小学校給食調理員補助（給食パート）1 名
◆業務内容・・給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
◆勤 務 日・・給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
◆勤務時間・・８：３０～１５：３０（労働時間 6 時間）
◆時 間 給・・８８１円（通勤費は別途支給）
◆申し込み・・応募を希望される方は教育総務課（TEL３５４－８２３６）に
電話のうえで履歴書を提出して下さい書類選考後、合格者に対して
面接を実施します。
◆応募期間・・9 月 24 日（木）～10 月 2 日（金）

一般財団法人
行っています。

自治総合センターでは宝くじ収入を財源にコミュニティ活動に対し助成を

平成２８年度の助成を希望するコミュニティ組織は、各地区市民センターまでご連絡下さい。

●助成対象団体 コミュニティ組織（自治会、子供会、保存会など地域に密着する活動をして
いる団体）
・自主防災組織
●書類提出期限 １０月６日（火）までに市民協働安全課へ
●募集する事業 一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業・青少年健全育
成助成事業・地域防災組織育成助成事業
※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
http://www.jichi-sogo.jp
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四日市市議会

議会報告会のお知らせ

８月定例月議会の議会報告会を、１０月８日、９日に開催します。常任委員会ごとに２日
に分けて１８：３０～１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は下記参照）
。
定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。
報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・
通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望さる会場にどうぞお
気軽にお越しください。
第１部：議会報告会
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
１０月８日（木）
１０月９日（金）
日時
１８：３０～２０：４５
１８：３０～２０：４５
常任
委員会
シティ・ミ
－ティング
のテーマ

会

場

総

務

教育民生

産業生活

都市・環境

防災対策について

スポーツ施設
整備について

四日市市の産業
振興について

ごみ・リサイクル
等について

常磐地区市民センター

日永地区市民センター

総合会館

富洲原地区市民センター

２階大会議室

２階大会議室

７階第１研修室

２階大会議室

城西町８－１１

日永西三丁目２－１８

諏訪町２－２

富洲原町３１－４６

※産業生活常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、
市営駐車場に駐車してください。
※全会場、手話通訳いたします。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
問合せ先 議事課 広報広聴係 TEL３５４－８３４０・FAX３５４－８３０４

三重県青少年健全育成条例改正（７月１日施行）
フィルタリングは、インターネット上の有害な情報・サイトから子どもを守る重要な手立
てです。ケータイやスマートフォンに絡んで子どもたちが被害にあうケースも多く報告され
ています。お子さんを被害から守るために、お子さんのケータイやスマートフォンにはぜひ
フィルタリングを設定してください。なお、三重県青少年健全育成条例の改正によりフィル
タリングの設定が保護者の義務（特例有）として定められました。
こども未来課 青少年育成室 TEL３５４－８２４７

介護・子育て・防災といった身近な問題を切り口に、それぞれの事例からまちづくりに
男女共同参画の視点をもつことの必要性を学び合います。
日

時

内 容

第１回

10/10（土）13：30～15：30

立川市大山自治会の安心コミュニティづくり

第２回

11/21（土）13：30～15：30

ブックスタートはまちづくり

第３回

12 月～1 月（巡回報告会）

四日市市港地区の楽しい防災実践

場

所

本町プラザ２階
第１会議室
地区市民センター
（数か所の予定）

・定 員：３０名（先着順）
・参加費：第１・２回通しで５００円、第３回は無料（公開講座）
・はもりあ HP http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.shtml でお知らせしています。
・申込み、問合せは「はもりあ四日市」
（日・月休み）へ
・TEL３５４－８３３１・FAX３５４－８３３９（E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp）
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