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四日市市社会福祉協議会 

会長表彰として 

表彰されました。 

  おめでとうございます！ 

 つかわき    ひろひと 

塚脇 大仁さん（午起二丁目） 
 もろおか        いつこ 

諸岡 逸子さん（浜一色町） 

≪講座に関するお問合せ・お申し込み≫ 橋北地区市民センター 

ＴＥＬ：３３１－３７８７ 月～金 ９時～１７時（祝日を除く） 

8月23日（木）午前9時より受付開始 

※パソコンをお持ちでない方でも、受講できます。 

受付時にパソコンの有無をお知らせください。 

日時：9月11日（火） 10時～11時30分 

場所：市民センター 会議室 

持ち物：パソコン・筆記用具 

定員：10名（先着順） 

日時：9月19日（水） 10時～11時30分 

場所：市民センター 会議室 

持ち物：パソコン・筆記用具 

定員：10名（先着順） 

簡単な文書をパソコンで。 

文書作成ソフト ワード 入門 

お小遣いの管理をパソコンで。 

表計算ソフト エクセル 入門 

パソコン教室入門編 



８月の自動車文庫はお休みです   

自動車文庫 

墓地所有者（関係者）の皆様へ 

共同墓地（橋北中学校西）の一斉清掃のお願い 

 恒例の共同墓地一斉清掃を下記の日程にて行いますので、墓地所有者（関係者）皆様

方のご協力をお願いいたします。 

◎日時：９月２３日（日） 秋分の日 

    ９：００～１２：００  

 ☂雨天の場合は中止となりますので、後日各自で行ってください。 

＊ごみ袋は自治会で用意いたしますが、清掃用具は各自ご持参ください。 

 
〈お問合せ〉墓地管理者 浜一色町東自治会        はた 

      ＴＥＬ：０９０－４１６４－８４１７（秦） 

自己の所有する墓地の清掃（除草）はもちろんですが、 

周囲や無縁仏の清掃にもご協力をよろしくお願いします。 

９月９日（日） ８：３０に訓練用サイレンがなります！ 

                        （於 橋北地区） 

 ９月９日（日）の午前に、橋北地区において防災訓練が行われます。 

  防災訓練を行うにあたり、当日の朝８：３０より１分間サイレンが 

鳴らされます。（吹鳴場所：浜一色郵便局前・旧橋北地区消防分団車庫） 

  近隣の方にはご迷惑おかけしますがご了承ください。 

〈お問合せ〉 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７ 

９月２日（日） ９：００に訓練用サイレンがなります！ 

                        （於 羽津地区） 

 ９月２日（日）の午前に、羽津地区において防災訓練が行われます。 

  防災訓練を行うにあたり、当日の朝９：００より３０秒間サイレンが 

鳴らされます。（吹鳴場所：富士町等） 

  近隣の方にはご迷惑おかけしますがご了承ください。 

〈お問合せ〉 羽津地区市民センター ＴＥＬ：３３１－４４６５ 



  ７月１５日（日） 四日市市民公園にて 

    四日市市消防団消防操法競技大会が行われました! 

平成３０年７月豪雨災害の 

                被災者にご支援をお願いします 
 西日本を中心に発生した豪雨災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金

を受け付けています。市民の皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。 

【募金箱設置場所】 

各地区市民センター 

市役所１階 市民課 

市役所３階 健康福祉課 

市民窓口サービスセンター 

〈お問合せ〉日本赤十字社四日市市地区 

      健康福祉課内ＴＥＬ：３５４ー８１０９ ＦＡＸ：３５９―０２８８ 

  踏切道工事による交通止め  

 下記により踏切道工事による全面通行止めが行われます。  

場  所：市道 東新午起２号線  ＪＲ関西本線    第一天然踏切  

工事概要：踏切修繕工事   

橋北中学校 

橋北交流会館 

ＪＲ関西本線 

第一天然踏切 

位 置 図 日 時 

８月２２日 

２３：００ 

８月２３日 

 ６：００ 

全面通行止め 



四日市市国民健康保険 加入のみなさまへ！ 

生活習慣病の予防・早期発見を目的に、特定健康診査を実施しています。 

ご自身の健康を守るため、ぜひ受診ください。 

【対 象】 ４０歳～７４歳の国民健康保険に加入している人 

【期 間】 ７月１日～１１月３０日まで 

     （昭和18年9月1日～11月30日生まれの方は、7月1日から誕生日の前日まで） 

【持ち物】 受診券（黄色）、国民健康保険証、自己負担金（受診券に記載500円または1,000円）、 

      質問票（事前に記入）、前年度の特定健診結果(ある場合) 

【その他】 受診券は６月下旬より順次発送しています。 

        同封の医療機関一覧をご覧のうえ、医療機関に直接お申込みください。 

           ※詳しくは、市のホームページをご確認ください。 

 

                                                                〈お問合せ〉保険年金課  ＴＥＬ：３５４－８１５８ 

「未来につなぐ相続登記」 
相続登記はお済ですか？不動産を相続した後、長期間相続登記をせず、放置しておくと… 

   ①相続人に、さらに相続が発生し相続人の確定が難しくなる。 

 ②相続登記の手続費用が高額になる。 

 ③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。 

 ④不動産が適正に管理されず、荒地や空き家等が増え、環境が悪化する。   

といった様々な問題が発生する可能性があります。大切な不動産を次世代に引き継ぐため、

相続登記の手続を進めましょう。 

 また、法務局では、相続手続を簡素化することを目的として、「法定相続情報証明制度」

を開始しました。この制度は、戸籍などの書類を基に、法務局が法定相続人が誰であるのか

を確認し、戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で発行するものです。相続登記はもちろん

のこと、金融機関における預貯金の払戻しや税務署での相続税の申告等、様々な相続手続で

御利用いただけます。 

 「相続登記の手続き」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は法務局ホームページ

をご覧ください。 

〈お問合せ〉 

    津地方法務局四日市支局  ＴＥＬ：３５３－２２３７ 

     ※ 専門家への依頼を検討されている方は司法書士にご相談ください。 



～なぜ気持ちを言葉にできないか気づく～
「自己表現してみましょう」

～言葉にできることで自信が持てる～
「自分らしく生きる」

～自分も他者も大切にする生き方～

内   容

第１回

第２回

第３回

　１２：００

「初めまして!仲間との出会い」
～人の中での私～

「自分を大切にできていますか」
～自分を尊重することを学ぶ～

「私が言いたいことは」

　１２：００

１３：００～

　１５：００

１３：００～

　１５：００

１０：００～
第４回

１０：００～

日付

第５回 （土）

時間

１３：００～

　１５：００

9/29

（土）

10/6
（土）

10/13

地域マネージャーの募集 
  

■募集人数 

 １人 

■職務内容 

 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

■任期 

 平成３０年１１月１９日から平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります） 

■勤務地 

 桜地区市民センター 

■主な受験資格 

 次の要件を全て満たす人 

  ①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人 

  ②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人 

  ③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、 

   ３年以上経過していること 

  ④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人 

  ⑤四日市市に在住する人 

■募集期間 

 平成３０年８月２０日（月）から９月１８日（火）（必着） 

■応募方法 

 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、 

 市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。 

 持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８：３０分から１７：１５までに 

 お願いします。 

〈お問合せ〉 

  市民生活課：ＴＥＬ：３５４－８１４６ 

 女性のための自己尊重講座 全５回 
  

  

  
  
  あなたの思いや気持ち、言葉で表現できていますか? 

人とうまくやるために言わない、  
ということを優先していませんか？ 

私の思いや気持ちを言葉で表現することは、 
私を大切にすることなのです。 

講師 

石田ユミさん（フェミニスト
カウンセラー・臨床心理士） 

場所 

本町プラザ５階 第３会議室 

対象 

全５回参加できる市内在住・通

勤・通学の女性 

はじめて受講される方を優先 

定員 

３０人 定員になり次第〆切  

参加費 無料  

弁当 

９月２９日、１０月１３日の弁

当（５８０円）の注文を受けま

す。  

託児 

有 (６カ月から小学３年生程度ま

で）無料・先着10人程度 

９月４日(火)までに要申し込み。 

◆お問合せ・お申込み・託児申込み◆ 

男女共同参画センター「はもりあ四日市」 

                                      四日市市本町９番８号本町プラザ３階  

                 ＴＥＬ：３５４－８３３１  ＦＡＸ３５４－８３３９  

                 Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 



２/１７（日）

第２回

９/３０（日）

第３回

１０/２８（日）

第４回

１１/１８（日）

第５回

１２/１６（日）

第６回

１/２０（日）

第７回

日程 内        容

９/２（日）

手話通訳あり

第１回

９月４日 火 までに要申し込み。

公開講座  ※どなたでも参加できます  会場：総合会館８階 視聴覚室 

「イクメンを超える！～人生１００年時代を笑って生きる父親とは？～」 

講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン 安藤哲也さん 

男性保育士直伝！パパ友みんなで親子ふれあい遊び（※） 

パパ友と一緒に！パパッと簡単！パパが作る料理講座（※） 

夫婦De子育てNEXT：人生100年時代の夫婦のパートナーシップ 

講師：NPO法人ファザーリングジャパン 林田 香織さん 

教えて！先輩マイスター～マイスターのその後～（※） 

こんなときどうしたら？ 

受講内容の発表 

これでキミも子育てマイスター！認定式 

全講座無料 
託児あり 

                             ※ママ向け講座がある日 

 

◇対象  全７回講座に参加できる市内在住または在勤の男性 

◇託児  全日程で託児を実施します（満６か月～就学前まで。要事前申込） 

◇申込  名前、住所、電話番号、託児の有無（お子様の名前と年齢）を電話、ＦＡＸ、 

     Ｅメールまたは、ハガキでこども未来課まで（締切 ８月２４日まで） 

     市役所ＨＰ「父親の子育てマイスター制度」下部の「メールでお問い合わせ」からも 

     申込ができます 
 

↓ＨＰはこちらから↓ 

 最近子どもが生まれた人、新婚の人、未婚で子育てに興

味がある人など、ぜひご参加ください 

〈お問合せ〉 こども未来課 〒510-0085 諏訪町2－2  

                  ＴＥＬ：354-8069 ＦＡＸ：３54-8061 

                   E-mail kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 


