回 覧
第 １５ 号
令和 ２年 １１月

５日

海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

海 蔵 地 区 ホ ー ム ペ ー ジ http://kaizotiku.org/

★日
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★申 込 み

かいぞう地区

検索

１１月１６日（月）１０：００～１１：３０
薬について
おおむね６５歳以上
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの
当日、直接会場へお越しください（申込みは不要です）

※３密（密閉・密集・密接）回避を心掛け実施いたします。
当日、はつらつ健康塾終了後、３０分ほど座談会を開催します。
自由参加ですので、お気軽にご参加ください。
問合せ先

海蔵在宅介護支援センター

ＴＥＬ ３３３－９８３７

健康づくりボランティアのヘルスリーダーと一緒に、運動とレクリエーションで楽しく！
笑って！介護予防を目指しましょう！ ※一部内容を変更しています。
●日 時 １１月３０日（月）１０：３０～１２：００ (１時間程度に短縮)
●会 場 海蔵地区市民センター
●対 象 おおむね６５歳以上の市民の方
●持ち物 飲み物 タオル（動きやすい服装でお越しください）
問合せ先 高齢福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１７０

ワンちゃんとの楽しい散歩のひととき、
「犬の十戒 (犬と私の１０の約束)」を
ご存知の貴方は、素敵な時間をお過ごしでしょう。
そんな素敵な時間は、出発から帰宅まで。
１１．私には少し手伝っていただかないと、できないことがあるんです。
・・・忘れ物はありませんか？
犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくは
ねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること。
－犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(総理府告示第２８号

-1-

昭和５０年７月１６日)抜粋－

◇◇四日市市長選挙のお知らせ◇◇
◎投票日
◎投票所

１１月２９日（日） ７：００～２０：００
海蔵第一（海蔵小学校）
海蔵第二（海蔵保育園）

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、
投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。
入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意
ください。

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇
◎期日前投票所

投票日

(1) 諏訪町２番２号
(2) 塩浜町１番地１１
(3) 富田二丁目４番１５号
(4) 曽井町３９１番地２
(5) 大字泊村４１８４番地３
(6) 中村町２２８１番地２

１１月２３日(月・祝)～２８日(土) ８:３０～２０:００
四日市市総合会館（市役所西隣）１階 ロビー
三重北勢健康増進センター(ヘルスプラザ)１階 研修室
四日市市防災教育センター(北消防署内)２階 防災センター
四日市市中消防署中央分署 ３階 多目的ホール
四日市市南消防署南部分署 １階 第１会議室
四日市市北消防署北部分署 １階 会議室

【問合せ先】四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号 ＴＥＬ３５４－８２６９

選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染症
対策を行います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感染症
対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。

マスクの着用

咳エチケット

手指のアルコール消毒

ソーシャルディスタンスの確保

定 期的な 換 気

飛沫防止シートの設置
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など

防災訓練のサイレンが吹鳴します！
下記の日時・場所で、羽津地区の防災訓練のためのサイレンが鳴ります。
海蔵地区防災会の防災訓練ではありませんのでご注意ください。
日 時

場

所

吹鳴パターン

主催団体

１１月２２日（日） 羽津地区市民センター、白須賀ポンプ場
９：００～

羽津ポンプ場、八田一丁目自治会集会所

（雨天決行）

富士町一号公園、富士町富士電機西市道

羽津地区

１分間

連合自主防災会

霞ヶ浦緑地ゆめくじら駐車場
霞ヶ浦緑地四日市ドーム南

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
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方で未受講の方も、
受講してください。
日
時 １２月５日(土)

１３：００～１６：００

＊講習会は１４：３０終了です。その後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

場

所 三浜文化会館

定
員 保育の都合により、２０名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込方法 電話にてお申し込みください。
保
育 有り/無料 ※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ ３２３－００２３
（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
子どもを虐待から守るのは

地域の人々の「気づき」と「連絡」です

－４月から子どもへの体罰は法律で禁止されました－
これらは全て体罰です
●言葉で 3 回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
●大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
●宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
「近所の人が虐待しているのでは？」と感じたら、どうせ人ごと・・・、関わりたくない・・・
という意識は捨てましょう。子どもはほどんどの場合、自分から助けを求めることができ
ません。子どもを救うために、あなたが、ぜひ行動を起こしてください。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談
四日市市 こども家庭課 :

３５４－８２７６
いちはやく

●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
-3-

工事のお知らせ
市道 西阿倉川６２号線道路改良工事
海蔵地区都市マス委員会が参画する、山手中学校から南に向かう道路＜西阿倉川 62 号線＞
のクランク状交差点での道路工事が始まります。
工事場所：四日市市 大字西阿倉川及び大字東阿倉川 地内（下図「工事場所」参照）
工事期間：令和２年 10 月～令和３年３月中旬（令和２年度工事分）
工事内容：①堀川沿いの道路＜市道 西阿倉川万古線〔都市計画道路名：赤堀山城線〕＞を
北側に迂回させるため、『 仮設道路 』をつくります。
②堀川に架ける橋を受ける台（橋台）を右岸〔堀川南側の護岸部〕につくります。
作業時間：昼間作業（ ８：30 ～ 17：00）
夜間作業（22：00 ～ ６：00）※
＜作業時間は、作業の状況により時間が前後する場合があります。＞
※ 夜間作業は、現在通行していただいている道路を仮設道路へ切替える際に
行います。（工事期間内で、のべ３日間ほどです。）
交通規制：【歩道部】歩道上での作業の際には、誘導員が通行を案内します。
【車道部】誘導員が「片側交互通行」等の交通誘導をいたします。
至 山手中学校
工 事 場 所
西阿倉川 62 号線

仮設道路設置

西阿倉川万古線
〔赤堀山城線〕
至 海蔵地区
市民センター

至 海蔵保育園

堀 川

橋台築造
当該箇所のクランク状（ ）交差点を、

阿倉川野田線

令和 2～４年度(予定)の工事で、
「十字交差点」につくりかえます！

至 清水町・野田

発 注 者：四日市市 都市整備部 道路建設課 予防保全係
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TEL 354－8213

第１５号

令和２年１１月５日号

別紙

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおりマイナ
ンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、ご
自宅宛てに郵送(本人限定郵便・特例型)させていただきますので、受け取りのために再度お越し
いただく必要はありません(カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります)。
また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口（裏面参照）へ電話予約
（平日 ８：３０～１７：１５）してください。

予約受付は 10 月 1 日（木）より開始しております。
1. 申請に必要なもの
申請の際には、以下の書類を持参してください。
(1)本人確認書類(A を 1 点、または B を 2 点)

A

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、
運転経歴証明書(交付年月日が平成２４年４月１日以降のものに限る)、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真
付き本人確認書類

B

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、
学生証など、
「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合
わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの

(2)通知カード、または個人番号通知書
(3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、６か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(5)認印
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
※１５歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が
必要となります。
（詳細はご予約時にお伝えします）
2.開設窓口・開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】
（事前予約制、先着４８人まで、１人あたり２０分）
★ 海蔵地区市民センターの休日申請受付窓口
開 設 日

場 所

12 月 12 日（土）【申込期限：12 月 4 日（金）】

海蔵地区市民センター
1 階窓口カウンター

事前予約連絡先
海蔵地区市民センター
TEL ３３１－３２８４

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
※海蔵地区市民センター以外の地区市民センターでも休日窓口を開設しています。
お申し込みは、各センターへお願いします。（裏面参照）
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3. センター開設日一覧表
12 月
日にち

センター名

電話番号

５（土）

保々

339-0001

三重

331-3276

富洲原

365-1136

水沢

329-2001

小山田

328-1001

下野

337-0001

富田

365-1141

羽津

331-4465

海蔵

331-3284

川島

321-3020

日永

345-3197

河原田

345-5020

神前

326-2751

内部

345-3951

塩浜

345-2403

桜

326-2051

四郷

321-2021

常磐

351-1751

楠

398-3111

橋北

331-3787

６（日）

１２（土）

１３（日）

１９（土）
中部

２０（日）

354-8152
（市民課）

県

326-0001

八郷

365-0259

大矢知

364-8704

【問合せ先】
上記各地区市民センターへお問い合わせください。
（平日 ８：３０～１７：１５）
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