回 覧
第 ６ 号
令和４年６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

検索

６日（水） 肺がん・結核検診 （海蔵地区市民センター）
１６日（土） 星空観察

（海蔵地区市民センター）１９：３０～

毎週火曜日 海蔵地区くすの木サロン 10:00～
ka
１５日(金)
野田公会所

13：00～

１５日（金）阿倉川町
１５日（金）東阿倉川町１区
１９日（火）みゆきヶ丘二丁目
２７日（水）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

★日

時

７月１６日（土）１９：３０～

★場

所

海蔵地区市民センター

★参 加 費
★申込み先

無料
海蔵地区市民センター

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

駐車場

ＴＥＬ３３１－３２８４

※小学生以下は必ず保護者同伴でお願いします。
※学童保育所の駐車場をお借りしておりますので、ご利用ください。 申込締切
雨天・曇天の場合、中止です。
７月１１日（月）
主催：かいぞう文庫運営委員会

◆コンビニ交付サービスの一時停止について
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
マイナンバーカードサービスセンター

７月２０日（水）終日
ＴＥＬ ３４０－８３７１
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ＦＡＸ ３４０－８３７２

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を
深め、明るい社会を築こうとするものです。
この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。
また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。
犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。
問合せ先 健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１０９

★日
★内
★対
★持 ち

時
容
象
物

★申 込 み

ＦＡＸ ３５９－０２８８

７月１８日（月）１０：００～１１：３０
低栄養について
おおむね６５歳以上の方
筆記用具、マスク、タオル、飲み物など各自必要なもの
(運動しやすい服装でお越しください)
当日、直接会場へお越しください
※３密（密閉・密集・密接）回避を心掛け実施いたします。
※感染拡大の状況により中止する場合があります。ご了承ください。

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。
参加費：無料
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

農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などといった「人と農地の問題」の
解決に向けて５年後あるいは１０年後に誰がどのように農地を利用するのかなどの計画、
「人・農地プラン」について各地区の農業委員、農地利用最適化推進委員、各地区農業
推進協議会長、JA、市役所で話し合い再構築を行いました。
つきましては、対象地区の「人・農地プラン」について、組回覧をご確認ください。
また、下記 QR コードからもご確認いただけます。

人・農地プラン HP
問合せ先

農水振興課 農水政策係 ＴＥＬ ３５４－８１８０
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「マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということはありませんか？
そんな方のために、昨年度好評いただいた商業施設などでのマイナンバーカード出張申請
サポートを再開します！
申請サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！(なくなり次第終了)
この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！
サポート内容
・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い
・インターネットでの申請のお手伝い
・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け
・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡し
・マイナンバーカードに関する相談・案内など

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表
イオンモール四日市北 １階専門店通路
7/16 日(土)・17 日(日)・18 日(月・祝)
（ホームセンター側入口付近）
30 日(土)・31 日(日)
10:00～18:00
8/13 日(土)・14 日(日)
アピタ四日市店 ２階休憩スペース
(西側エスカレーター付近)
6 月⇒10:00～15:30
7・8 月⇒10:00～18:00

6/29 日(水)・30 日(木)
7/1 日(金)・7 日(木)・8 日(金)
14 日(木)・15 日(金)
21 日(木)・22 日(金)
28 日(木)・29 日(金)
8/4 日(木)・5 日(金)・11 日(木・祝)
12 日(金)・18 日(木)・19 日(金)
25 日(木)・26 日(金)

市民窓口サービスセンター前

6/29 日(水)・30 日(木)

(近鉄四日市駅高架下)
16:30 頃～19:00
イオン四日市尾平店
(1 階中央エスカレーター下)
10:00～18:00

7/2 日(土)・3 日(日)
9 日(土)・10 日(日)
8/6 日(土)・7 日(日)

イオンタウン四日市泊
6 月⇒2 階グリーンスペース
(フードコート付近)
7・8 月⇒１階中央イベント広場

6/25 日(土)・26 日(日)
7/23 日(土)・24 日(日)
8/20 日(土)・21 日(日)
27 日(土)・28 日(日)

10:00～18:00

【問合せ先】マイナンバーカードサービスセンター ＴＥＬ ３４０－８３７１
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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。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務に
対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じて、
関係行政機関にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の
制度・運営の改善に生かす制度です。
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政相談を実施していますが、７月
は羽津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
場

時
所

７月１９日（火）１３：００～１６：００
羽津地区市民センター 和室
※羽津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。
問合せ先

市民生活課 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７

受講者募集
四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講して
いただける講座です。
今年度は「高齢社会」
「クラシック音楽」
「子育て」
「大学における学術研究」等、５つのコー
スを開催します。複数コースの受講も可能です。
詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または市ホームページでご案内しています。
申し込みはがき付の講座案内は、市民生活課（市役所５Ｆ）
、各地区市民センターなどにあります。
専用フォームからも申込み可能です。
多くの方のお申し込みをお待ちしています！
申込締切：６月３０日（木）必着
申込み専用フォーム
問合せ先
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市民生活課

ＴＥＬ ３５４－８１４６

◇◇参議院議員通常選挙のお知らせ◇◇
◎投票日 ７月１０日（日） ７：００～２０：００
◎投票所
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！◇◇
◎第１期日前投票所 総合会館
投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土）８:３０～２０:００
◎第２期日前投票所 三重北勢健康増進センター
第３期日前投票所 防災教育センター
第４期日前投票所 中消防署中央分署
第５期日前投票所 南消防署南部分署
第６期日前投票所 北消防署北部分署
投票日 ７月２日（土）～９日（土）８：３０～２０：００
◎商業施設期日前投票所 トナリエ四日市 ４階わくわく・ふれあい広場
投票日 ７月７日（木）～９日（土）１０：００～２０：００
※期日前投票所によって開設期間等が異なりますので、ご注意ください。
※今回の選挙では新たに上記商業施設で期日前投票ができます！ぜひご利用ください！！

投票所（期日前投票所を含む）における「新型コロナウイルス感染症対策」について
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

ソーシャルディスタンスの確保

咳エチケット

手指のアルコール消毒

定 期 的 な 換 気 飛沫防止シートの設置

【問合せ先】四日市市選挙管理委員会事務局
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など

ＴＥＬ ３５４－８２６９

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
６月定例月議会の議会報告会を、令和４年７月４日に開催します。今回は、４つの常任委員会が合同
で一つの会場で議会報告会を行います。事前のお申し込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越しくだ
さい。

第１部：議会報告会
日

時

会

場

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
７月４日（月）１８：３０

～ ２０：４５

総合会館 ８階 視聴覚室
四日市市諏訪町２番２号

シティ・ミーティング テーマ

四日市市政全般について

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※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。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了
承願います。
※新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がございます
ので、あらかじめご了承ください。
問合せ先

四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ ３５４－８３４０ ＦＡＸ ３５４－８３０４

令和４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．募集〆切
８月５日（金）
◎詳しくは地区市民センター、市役所文化課に置いてある募集要項をご確認ください。
問合せ先

シティプロモーション部 文化課 ＴＥＬ ３５４－８２３９
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