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橋北地区 令和元年度 年末年始のごみ・し尿の取扱いについて

①可燃ごみ（毎週月・木曜日）
年末は１２月３０日（月）まで収集します。
年始は １月 ６日（月）から収集します。

②破砕ごみ・資源物・ペットボトル
収集日程表のとおり

③粗大ごみ戸別有料収集の受付
年末は12月２７日（金）まで
年始は １月 ６日（月）から

④し尿
年末は１２月２８日（土）まで
年始は １月 ６日（月）から
※ただし、１月４日（土）は午前のみ収集を行います。

<お問合せ> 四日市市クリーンセンター
８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０ ＴＥＬ：３３１－６１８１

自動車文庫
１２月２６日（木） 橋北地区市民センター

１０：００～１０：４０
滝川公園
１０：５０～１１：２０

※ごみは必ず指定された収集日の８：３０までに、
決められた場所に決められた種類のごみを出しましょう。

選挙制度１３０周年記念の選挙関係功労者として、１１月に総務大臣感謝状が
贈呈されました。おめでとうございます。

山本 江里子（やまもと えりこ）さん （新浜町）

橋北地区市民センターの業務は、
１２月２８日（土）～１月５日（日）
までお休みです。
なお、１月６日（月）から、

平常業務となります。



氏名 電話番号 担当区域

野津 竹次（のづ たけじ） ３３１－４０３２ 東新町１～３・１４・２１～２３

髙井 俊夫（たかい としお） ３３１－６８８９ 東新町４～１３・２６・２７

安田 三十美（やすだ さとみ） ３３２－６９１３ 東新町１５～２０・２４・２５

○ 平田 裕子（ひらた ゆうこ） ３３１－５６３８ 新浜町１～１０

林 市子（はやし いちこ） ３３１－５３８６ 新浜町１１～２０

山本 郁男（やまもと いくお） ３３２－１８４３ 高浜町・高浜新町全域

中平 小夜子（なかひら さよこ） ３３１－８０３２ 午起全域

山本 哲也（やまもと てつや） ３３１－１９０１ 陶栄町全域

福田 千夏（ふくた ちなつ） ３３１－５２５７ 滝川町１～４・８～１２・１５・１７～２０

○ 伊藤 重幸（いとう しげゆき） ３３２－７７９２ 滝川町5～７・１３・１４・１６

中島 真寿美（なかじま ますみ） ３３３－９０６６
川原町１・２・１６～２２・２４・２５・

３２～３４

○ 内山 恵子（うちやま けいこ） ３３１－５８５２ 川原町３～１５・２３・２６～３１

服部 富子（はっとり とみこ） ３３３－００５１ 浜一色町１～６・１７・１８

諸岡 逸子（もろおか いつこ） ３３１－２０５０ 浜一色町７～１６

伊藤 彰彦（いとう あきひこ） ３３１－７５３０ 京町１～４・１４～１７

○ 加納 知子（かのう ともこ） ３３１－３６１７ 京町５～１３・１８～２５

塚脇 大仁（つかわき ひろひと） ３３１－４２３１ 主任児童委員（橋北地区全域）

越野 雅代（こしの まさよ） ３３４－１３３８ 主任児童委員（橋北地区全域）

☆橋北地区民生委員.・児童委員
主任児童委員の紹介

令和元年１２月１日に、次の方々が新たに民生委員・児童委員、主任児童委員に委嘱されました。
３年間お世話になります。よろしくお願いします。

（敬称略・〇は新任者）

【退任された委員の皆様、お世話になりありがとうございました】
木下美佐子さん（新浜町）、青木たみ子さん（川原町）
伊藤裕一さん（滝川町）、亀井由美子さん（京町）



①採用予定日：令和2年３月１日
②採用予定人数：１人程度
③主な業務：諸問題を抱える女性の相談や支援ほか
④受験資格：昭和３５年３月２日以降に生まれた人 など

詳しくは、男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）で配布する
試験要項をご覧いただくか、市ホームページ「職員募集」をご覧ください。

⑤試験日と会場：令和２年１月１３日（月・祝） 男女共同参画センター（本町プラザ３階）

⑥応募期間・応募先：１２月１９日（木）必着で郵送又は直接男女共同参画センターへ
（直接の場合、祝日を除く火～土曜の８：３０～１７：１５）

〈お問合せ〉 男女共同参画センター ＴＥＬ：３５４－８３３１

令和元年度 市民向け在宅医療講演会

「看取り期の支援を考える」
厚生労働省は、２０１８年に『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』

を改訂し、看取り期の在り方について、患者もしくは家族の意向を尊重すること、医療従事者と話し合
いを重要視することを方針として打ち出しています。
この講演会では、看取り期の支援を考えると題し、在宅医の視点から「四日市市の在宅における看取

りの現状」をお話頂くとともに、看取り期にある人に好きだったものを家族に囲まれながら食べてもら
う「お食い締め」の支援を長年にわたり行っている講師より、人生最後の食支援についてお話いただき
ます。

日 時：令和２年１月２６日（日） １３：３０～１５：３０（開場１３：００）
場 所：四日市市総合会館８階 視聴覚室
第１部：『四日市市の在宅における看取りの現状について －在宅医の視点から－』

講師 山中 賢治（やまなか けんじ）氏
笹川内科胃腸科クリニック院長・四日市医師会 副会長

第２部：『人生最後の食支援を問う 「お食い締め」－死から生まれるもの－』
講師 牧野 日和（まきの ひより）氏
愛知学院大学 心身科学部 准教授/歯学博士/言語聴覚士

料 金：無料
定 員：２００人（申込不要）

〈お問合せ〉 健康福祉課 TEL：３５４－８２８１ FAX：３５９－０２８８

楽しくARUKU！
あ る く

クイズスタンプラリー
クイズに挑戦したり、スタンプを集めながら、一緒に楽しく歩いてみませんか。

日 時：１２月２０日（金） １４：００～１６：００

場 所：イオンモール四日市北 専門店街１階エスカレーター横

参加費：無料

申込み：不要

対象者：２０分程度ウオーキングできる方（小学生以下は保護者同伴）

その他：・参加者には参加賞の配布有り（先着２００個限定）。

・当事業に参加で、四日市市健康マイレージ１００ポイント加算となります。

〈お問合せ〉 健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１



ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で

支えあう会員組織です。

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？受講

開始から１年以内に受講を完了すれば、援助会員として

登録できます。１講座からでも受講できます。

子育て真っ最中の人や孫育て中の人にもお薦めで、役

に立つ内容です。受講後の登録は任意となっていますの

で、ぜひご参加ください。

日時 内容

1/25(土) 10:00～15:30 相互援助活動の趣旨・子どもの病気

2/1(土) 10:00～16:00
子どもの心と身体の発達
小児看護

2/2(日) 10:00～16:00
子どもの世話（あそび）
子どもの栄養と食生活

2/8(土) 10:00～16:00
子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う

2/9(日) 10:00～15:30
発達障害について その子どもとの接し方
援助活動を円滑に進めるために 講習のまとめ

新規援助会員講習会のお知らせ

場 所：三浜文化会館
申込方法：電話にて令和2年１月１８日（土）までにお申し込みください。
テキスト代：２，０５３円
そ の 他：託児あり（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／FAX：３２３－００23

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

「令和元年度 第4回 依頼会員講習会と新規登録会」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、理解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：令和２年３月７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行います。

場 所：三浜文化会館（予定）

定 員：保育の都合により２０名程度（先着順に受け付けます）

申込方法：電話、ＦＡＸ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）



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：令和２年１月１４日（火）～３月２７日（金）
おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャー・トラベルほか）

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）・中国語（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：１２月２７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）
月曜日・祝日・年末年始休館 ９：００～１７：００
TEL：３５３－９９５５ メールアドレス：yic@yokkaichi-shinko.com

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
11月定例月議会の議会報告会を、下記のとおり開催します。定例月議会でどのような議論がされたの

かを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を
開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を
希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

日 時
令和２年１月８日（水） 令和２年１月９日（木）

１８：３０ ～ ２０：４５

常 任
委員会 総 務 産 業 生 活 教 育 民 生 都市・環境

所 管
事 項

市政の企画、財務、
危機管理、消防、
シティプロモーション

など

商工業、農林水産業、
市民文化、市立病院

など

教育、こども、
健康福祉など

道路、住宅、上下
水道、環境衛生、

国体など

会 場
茶業振興センター

研修室
（水沢町252-６3）

大矢知地区
市民センター
2階大会議室

（下さざらい町1-3）

塩浜地区
市民センター
２階大会議室

（塩浜本町1-1-2）

三重地区
市民センター
別館大ホール

（東坂部町71-2）

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、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。

〈お問合せ〉 四日市市議会事務局 議事課 TEL：３５４－８３４０

https://yokkaichi-shinko.com/yic/


◇対象者：平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方
（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。）

（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、下記までご連絡ください。）

◇開催時間：開場：１２：００
開演：１３：００・・・式典は１時間程度を予定

◇その他：・入場受付は行いません。
・成人式の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないでください。
・障害のある方など介助、付き添いを希望される方は保護者（介助者）と一緒に入場して
いただけますので、当日スタッフにお申し出ください。

・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

令和２年１月１２日（日） 四日市市文化会館で開催します。

対象となる方は、ぜひご参加ください。

◆令和４年度以降の四日市市の成人式について◆

民法改正により、令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられますが、
四日市市においては「（仮称）２０歳（はたち）を祝う会」の名称で、これまでどおり当該年度
に２０歳を迎える市民等を対象に、成人の日前後に行うこととします。
１８歳で成人式を行うと、大学等の受験や就職活動、あるいは４月からの生活に向けた準備な

どと重なるため、これまでどおり２０歳を大切な節目として式典を行いたいと考えています。

〈お問合せ〉こども未来部 こども未来課 青少年育成室 TEL：３５４－８２４７

※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いただけます。

四日市市成人式対象者数：男性 １，５４０名
：女性 １，５５６名

橋北地区対象者数：男性 ２６名
：女性 ２７名


