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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/

納 税 は、便 利 で安 心 な

かいぞう地区

検索

【お問合せ先】四日市市 収納推進課
Tel 059-354-8141
Fax 059-354-8309

口座振替 で‼
＼フォローしてね！／

海蔵地区まちづくり協議会 広報部

海蔵地区まちづくり協議会広報部では、ホームページと地区広報かいぞう
（毎年 3 月に全戸配布・総会後に組回覧）で地域の情報を紹介しています。
今回、地域のみなさんの情報交流と、写真投稿を通じて様々な情報の共有
を目的として、インスタグラムをはじめることになりました！

あなたも「＃海蔵散歩」をつけて、
写真を投稿してみませんか？
※投稿にあたっては、ホームページにある「海蔵地区 SNS 運用方針」等を
ご確認いただきますよう、よろしくお願いします。

申込み・参加費不要
運動しやすい服装で
お越しください。

介護予防ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による
楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！
●日 時 １１月２９日（月）１０：３０～１２：００
●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 マスク 飲み物 タオル
※マスクの着用、水分補給をお願いします。
※感染症拡大状況により、中止になる場合があります。ご了承ください。
問合せ先 高齢福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１７０
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１０月６日（水）に四日市市文化会館 第１ホールにて、令和３年度四日市市
社会福祉大会が開催され、次の方が表彰されました。
【四日市市社会福祉協議会会長表彰】
✿児童福祉活動✿

福岡 利樹さん

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を
停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■臨時休業

１１月１３日（土）
、１１月１４日（日）終日

メンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■一時停止日時①
１１月１３日（土）終日
１１月１４日（日）終日
１１月３０日（火）１９時以降

■一時停止日②
１２月２３日(木) 終日
停止するサービス
・すべての証明書

停止するサービス
・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本）
・戸籍の附票の写し
※住民票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明書は交付可能。
【問合せ先】

市民課

ＴＥＬ ３５４－８１５２

ＦＡＸ ３５９－０２８２

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、
引きこもりなどの相談を事前予約制【１１月１５日（月）締め切り】で受け付けます。
詳しくは、直接、下記連絡先へお問い合わせください。
日 時
場 所
相談員
連絡先

１１月２０日（土）１３：３０～１５：３０
海蔵地区市民センター1 階 和室
上野尚子（ クペリパートナー、海蔵地区主任児童委員、
四日市人権擁護委員協議会会長 ）
クペリ HP
一般社団法人子ども子育て・教育研究所(クペリ)＜代表 松永高弘＞
０９０－９１８４－７０８８ E-mail: info@cperi.net
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QR コード

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２１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

１分間

羽津地区
連合自主防災会

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も、受講してく
ださい。
日

時 １２月４日(土)
１３：００～１６：００(講習会のみの方は１４：３０終了)

＊講習会終了後、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 ２階 視聴覚室
定
員 会場の都合により、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 あり/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 ３２３-００２３
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

○子どもへの体罰は法律で禁止されています○
～これらは全て体罰です～
・言葉で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、夕ご飯を食べさせなかった

体罰は子どもの心身を傷つけます。
体罰が繰り返されると子どもの成長発達に悪影響が生じます。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！
●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

●児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
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★しろくまちゃんのほっとけーき

★あきらがあけてあげるから

★どんどこ ももんちゃん

★路線バスしゅっぱつ！

★おかたづけ できたよ！アンパンマン

★つきのうさぎ

★トイレ できたよ！アンパンマン

★ぎんいろの ねこ

★あいさつ できたよ！アンパンマン

★いろいろかえる

★うみべのくまちゃん

★１００年たったら

★おはなみくまちゃん

★ちいさなかがくのとも あなほり くまさん

★せんろはつづく どこまでつづく

★だいじょうぶだよ、モリス

★せんろはつづく にほんいっしゅう

★みんなとおなじくできないよ

★うごきません。
★あなたがとってもかわいい
★なんだこれは

★かいけつゾロリの

★そらまめくんの まいにちはたからもの

ゾワゾワゾクゾク ようかいまつり

★チリとチリリ うみのおはなし

★かいけつゾロリ きょうふのエイリアン

★チリとチリリ ゆきのひのおはなし

★ふしぎ駄菓子屋 銭天堂⑩～⑯

★チリとチリリ よるのおはなし
★おかあさん ありがとう
★おかあさん ごめんなさい

★学習まんが 世界の伝記 NEXT 津田梅子

★はたらく くるまたちと ちいさなステアちゃん ★学習まんが 世界の伝記 NEXT 北里柴三郎
★はたらく くるまたちの かいたいこうじ

★それでもがんばる！どんまいな
ちっちゃい いきもの図鑑

◇業務内容

＝

◇勤 務 日
◇勤務時間

＝
＝

◇時 間 給

＝

下水道未接続家屋の接続促進
合併処理浄化槽への転換促進及び法定検査受検の啓発・指導
平日（遅番あり）及び土・日曜日
シフト制（月 17 日程度）
平日、土・日曜日 ８：３０～１７：１５
平日遅番 １１：００～１９：４５ ※1 時間休憩あり
９２０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

◇加入保険
◇応募用件
◇応募期間
◇問合せ先

＝
＝
＝
＝

雇用、労災、健康、厚生
ワード、エクセルの操作ができる方、普通自動車免許所有
１１月５日（金）～ ＊定員（２名）になり次第、募集を終了します
生活排水課 ＴＥＬ ３５４－８４０２ （必要書類等を説明）
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とっても便利！！

休日に地区市民センターで申請すると
マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！
(今年度は１２月が最後です。)

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設
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
請受付窓口を開設しています。
（各地区市民センター月１回）
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)。
１２月の予定と各窓口の連絡先は裏面のとおりです。
事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口へ電話予約（平日 ８：３０～１７：１５）してくだ
さい。
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)
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、
A

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
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、

B

「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(本人署名の場合は不要)
※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。
（詳細はご予約時にご説明します）
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１１日（土）【申込期限：１２月３日 (金)】

海蔵地区市民センター

海蔵地区市民センター

１階窓口カウンター

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、各センターへ直接お願いします。(裏面参照)
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事前予約連絡先

3. センター開設日一覧表
開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】

12月
４（土）
５（日）

１１（土）

１２（日）

１８（土）

１９（日）
２６（日）

センター名

電話番号

川島

３２１－３０２０

三重

３３１－３２７６

塩浜

３４５－２４０３

富田

３６５－１１４１

日永

３４５－３１９７

河原田

３４５－５０２０

保々

３３９－０００１

海蔵

３３１－３２８４

楠

３９８－３１１１

富洲原

３６５－１１３６

羽津

３３１－４４６５

内部

３４５－３９５１

常磐

３５１－１７５１

小山田

３２８－１００１

神前

３２６－２７５１

桜

３２６－２０５１

県

３２６－０００１

八郷

３６５－０２５９

下野

３３７－０００１

水沢

３２９－２００１

橋北

３３１－３７８７

大矢知

３６４－８７０４

中部

３５４－８１５２（市民課）

四郷

３２１－２０２１

気象情報等により、休日におけるマイナンバーカード窓口の開設を下記のとおり、中止する場合があります。
（平日は通常窓口の稼働状況によりますが、利用者の安全確保のため、中止する場合があります。
）
その他、状況等によりご予約の変更をお願いする場合があります。いずれもご予約の変更については、個別に
ご連絡します。

１．暴風警報および特別警報が発表されたときは、その時刻をもって休日におけるマイナンバーカード窓口の
開設を中止します。（ただし、終了時間間際については、この限りではありません）
２．休日におけるマイナンバーカード窓口開設日の午前７時までに暴風警報および特別警報が解除されていな
いときは、午前 8 時 30 分受付分から午後 1 時までの休日におけるマイナンバーカード窓口の開設を中止し
ます。
３．午前１１時までに暴風警報および特別警報が解除されていないときは、午後 1 時以降も休日におけるマイ
ナンバーカード窓口の開設を中止します。
４．その他、気象状況、災害や感染症の拡大等の状況に応じて、利用者の安全確保のため、当該地域の実情を
判断し、窓口の開設を中止する場合があります。
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