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平成３１年度 人事異動 
      ・・・お世話になりました・・・         ・・・よろしくお願いします・・・ 

                     

橋北地区市民センターの職員の異動 
 

【副  館 長】    着任  金津 隆司（かなづ たかし）   （環境保全課より） 

        離任  山岸 聡（やまぎし さとし）    （あさけプラザへ） 

【臨時職員】  着任  井伊 博子（いい ひろこ）    （県地区市民センターより） 

        離任  伊藤 貴子（いとう たかこ）    （県地区市民センターへ） 

地域での自主防犯活動を支援します！ 
 （平成３１年度 四日市市地域防犯活動支援事業補助金） 

   地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の購入な

どに対して、予算の範囲内において補助金を交付します。 

 

 補助対象経費：活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等 

 補   助  額：補助対象経費の９／10以内（上限10万円） 

         百円未満の端数は切り捨て 

 応  募  締  切：５月７日（火）  

 申  請  方  法：お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出 

〈お問合せ〉 市民協働安全課   ＴＥＬ：３５４－８１７９ 

学校・園職員の異動 

橋北中学校 

【教  頭】  着任  高橋 雅紀（たかはし まさき）  （学校教育課より）  

        離任  豊田 一浩（とよだ かずひろ）   （桜中学校へ）  

橋北小学校 

【校  長】  着任  長谷 由香（はせ ゆか）      （三重大附属特別支援学校より） 

          退職  志々田 絹子（ししだ きぬこ）                   

橋北こども園 

【副  園 長】  退職  斉藤 清美（さいとう きよみ） 



自動車文庫 

４月２６日（金） 橋北地区市民センター 

          １０：００～１０：４０ 

          滝川公園  

             １０：５０～１１：２０  

 緑のカーテンは夏の日差しをさえぎり、節電効果もあります。ゴーヤは食物繊維、 

ビタミンＣが多く健康に良い植物です。この機会にゴーヤ作りに挑戦してみませんか? 

 受講者の方には、ゴーヤ苗を2苗配布します。 

日 時：5月21日（火）  １０：００～ 

場 所：橋北地区市民センター 2階 会議室 

講 師：環境保全課職員他 

内 容：省エネ講座、グリーンカーテンの説明 

参加料：無料 

定 員：２0名（地区内在住の方） 定員になり次第、締め切ります。 

 

   ※４月１６日（火）９：００より、センターにて受付を開始します。 

    お電話・窓口にてお申込み下さい。 
 

             〈お問合せ〉  橋北地区市民センター ＴＥＬ３３１－３７８７ 

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１） 

          ゴールデンウィークイベント 

【第１弾】八脚門をくぐろう！  

  ４月２７日（土）１３：００～１５：００（雨天実施） 

   ≪催しもの１≫ 八脚門・塀説明会 第１回 １３：００～ 第２回 １４：００～ 

   ≪催しもの２≫ 八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止） 

           13:30～15:00  4組（応募多数の場合は抽選。1組5人まで） 

【第２弾】勾玉をつくろう！   

  ４月２９日（祝）１０：００～１２：００（受付９：３０～） 

   〔対象〕小学生以上（小学生は保護者同伴） 

   〔定員〕１５人（応募多数の場合は抽選）   

   〔持ち物〕汚れてもいい服装 

【第３弾】菖蒲湯の葉っぱをもらおう！   

  ５月５日（祝）１３：００～ 

   端午の節句でお風呂に入れる菖蒲の葉っぱをプレゼントします（先着２０人） 

※第１弾≪催しもの２≫・第２弾は、事前の申し込みが必要となります。 

 詳しくは、『広報よっかいち』3月下旬号、 

 久留倍官衙遺跡公園ホームページ（http://www:city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube） 

 をご覧ください。 

〈お問合せ〉 教育委員会 社会教育課 くるべ古代歴史館  

                  ＴＥＬ：３６５－２２７７ ＦＡＸ：３６５－２２８８  



★通知カード、 

       マイナンバーカード（申請した人） 

                                        の受け取りについて 

 通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、ま

だお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡く

ださい。 

 マイナンバーカード（申請した人）には受取期限があり

ます。受取期限は市役所から送付した受取の案内文書に記

載されております。 

 受取期限をすぎた場合でも、当分の間は保管しています

が、早めの受取をお願いします。 

〈お問合せ〉 市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２ 

■サービス停止日時 

 4月12日（金） 

    １３：００～２０：００ 

 4月18日（木） 

    終日 

 コンビニ交付サービスについて、点検作業のため、 

下記の日時にサービスを一時停止させていただきます。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を 

お願いいたします。 

 ★コンビニ交付サービスの一時停止について  

●取得できる証明書 

  ①住民票の写し  …２００円 

  ②印鑑登録証明書 …２００円 

  ③所得課税証明書 …２００円 

  ④戸籍謄本・抄本 …４５０円 

  ⑤戸籍の附票の写し…２００円 

   ※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。 

   ※１５歳未満の方はご利用できません。（所得課税証明書を除く） 

   ※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、 

    除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本などは交付できませんので、ご注意ください。 
   

          サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。 

●サービスを利用できる場所 

 全国の 

  ・セブン‐イレブン 

  ・ファミリーマート 

  ・ローソン 

  ・ミニストップ 

  ・イオンリテール   など 

 マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されているマルチコピー機（キオスク端末）

を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが２月１日

から始まりました。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。 

 ※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードではご利用できませんので 

ご注意ください。 

★コンビニ交付サービスについて 

 ★マイナンバーカードの申請方法  

 マイナンバーカードは、通知カードと一緒に 

送付された「個人番号カード交付申請書」で 

申請できます。 

 また、パソコンやスマートフォンからでも申請

できます。 

 ※申請書を紛失した場合は、市役所１階の 

    市民課、中部を除く各地区市民センター、 

  近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービス 

  センターのいずれかで申請書を取得できます 

  ので、お問い合わせください。 

戸籍届・住民異動届などの臨時窓口開設（５月１日）について  

 本年４月２７日から５月６日の間が１０日間の連休になることから、５月１日に住民異動届や戸籍届などの 

受付を行う臨時窓口を市民課で開設いたします。 

 ぜひご利用ください。 

●当日の主な取扱い業務 

 転入・転出届などの手続き、戸籍の届出、印鑑登録の手続き、住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書の交付・

各種税証明書の交付。（個人番号カードなどを利用した特例転入、住民票の広域交付はできません。） 

日 時：５月１日（水） 

 ８：３０～１７：１５  

場 所：市役所１階  

        市民課 

 なお、近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービスセンターは、１０連休中 

も開館（10:00～19:00）しておりますので、併せてご案内します。 

 ※転入・転居・国民健康保険加入届など、一部取り扱いできない業務が 

  あります。 



 今年度も「楽々!元気の会」を開催します。介護予防のために、 

体を動かしたり、みんなでお茶を楽しんだりします。 

日程  ４月１２日（金）  

      １０：００～１１：００ 

    ４月２６日（金） 

             １３：３０～１４：３０ 

※講師の都合により、内容変更になる場合もあります。 

※暴風雪・地震等で警報が発令された場合は中止となります。 

 当日の開催の有無に関しては、下記までお問い合わせください。 

お問合せ：四日市市中地域包括支援センター  ＴＥＬ：３５４－８３４６ 

⓵ 

⓶ 健康ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会 主催 

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！ 

  平成3１年度年間の日程 

    ５月１７日（金） 

    ７月１９日（金） 

    ９月２０日（金） 

      １月１７日（金）  

   １３：３０～１５：００  
お問合せ：健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１ 

⓵・⓶共通  
会 場：橋北地区市民センター ２階 会議室 

対 象：おおむね６５歳以上の市民の方 

持ち物：タオル、飲み物 
※運動しやすい服装でお越しください 

※お申込み・参加費不要 

  市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ―チャ―の指導の下、 

                          楽しく交流しながら学びませんか。 
 対   象：１６歳（高校１年生）以上の人   

 場   所：国際交流センター 

 定   員：各講座２０～２５人（先着順。６人以下の場合は不開講） 

 受 講 料：各講座１３，５００円（全１０回。プリントテキスト代込み） 

 講座開講期間：５月１４日（火）～７月２０日（土） 

 おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャーほか）ポルトガル語（入門・初級）・ 

          スペイン語（入門・初級・中級）・ハングル（入門・初級）・中国語（入門・初級）・    

          ハングル（入門・初級）・ベトナム語（入門・初級）・タイ語（入門・初級） 

 申込み方法：４月２１日までに受講希望講座名・住所・名前・電話番号・メールアドレス・語学レベル・ 

       受講動機を往復はがきかファックス、メールで、または国際交流センターへ 
   ※詳しくは、四日市国際交流センターのホームページ（https://yokkaichi-shinko.com/yic/） 

    または各地区市民センターにある募集案内で詳しい内容を必ずご確認の上、お申込みください。 

         

           〈お問合せ・お申込み〉：四日市国際交流センター （諏訪町１－５ 四日市市役所北館５階） 

                    ＴＥＬ：３５３－９９５５（月曜日・祝日・年末年始休館） 

                    ９：００～１７：００ 

                    メールアドレス：yic@yokkaichi-shinko.com 


