
１月の行事予定

１月１７日（金） イキイキ教室

１９日（日） みんなでつながろう しあわせコンサート 〈橋北交流会館〉
２３日（木） 高齢者向け料理教室 〈ヘルスメイト〉
２４日（金） 楽々！元気の会
２６日（日） ハピサポフェスタ 〈ばんこの里会館〉
３１日（金） 自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０

滝川公園 １０：５０～１１：２０

橋北地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３７８７
ＦＡＸ ３３０－０２２０
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橋北地区市民センターの業務のお知らせ

12月２８日（土）～１月５日（日）
まで休ませていただきます。

☆戸籍関係の各種届出（出生、死亡、婚姻など）

の受付、埋火葬許可証の交付は、
市役所地下１階宿直室

ＴＥＬ：３５４－８１７７で受け付けます。

☆上下水道の故障や水漏れで
応急処理が必要なものは、

上下水道局夜間休日窓口
ＴＥＬ：３５１－１２１１ で受け付けます。

表彰おめでとうございます！

民生委員として全国民生委員児童委員連合会会長表彰されました。

林 市子（はやし いちこ）さん （新浜町）

山本 郁男（やまもと いくお）さん （高浜・高浜新町）



活動期間：①リハーサル大会
令和２年５月から令和２年１０月までの間

②三重とこわか国体・三重とこわか大会
令和３年９月から令和３年１０月までの間

対 象：平成２１年４月１日以前生まれで下記のいずれかに該当するもの
・原則、四日市市に在住または通学・通勤している方
・四日市市に活動の拠点を有する団体

※その他応募方法などの詳細は、地区市民センター窓口にある
「ボランティア募集チラシ」またはホームページをご覧ください。

四日市市 国体 検索

〈お問合せ〉 国体推進課：TEL：３５４－８４６２

高齢者向け料理教室
ヘルスメイトの料理教室、今回は料理教室のなかで、災害時の米の炊き方の講習もあわせて

行いますので、是非とも参加くださいますようお願いいたします。

日 時：令和２年１月２３日（木） １０：００～
場 所：橋北地区市民センター ２階 調理室

定 員：１８名
参加費：６００円
持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具
主 催：四日市市食生活改善推進委員会（ヘルスメイト）

メニュー
・さけのポジャルスキー

（ロシア風カツ）
・昆布ときのこのさっと煮
・きな粉入りみそ汁
・黒糖ういろう

橋北地区市民センターにて受け付けております。
お電話・窓口にてお申し込みください。 橋北地区市民センター TEL：３３１－３７８７

ボランティア 募集

高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください
令和３年度から適用される第八次介護保険事業計画・第九次高齢者福祉計

画に皆様のご意見を反映するため、市内在住の４０歳以上の人のうち、無作
為抽出で４，５００人にアンケートをお送りしています。
アンケートが届いた方は、返信用封筒にて令和２年１月１５日までにご回

答ください。より良い介護保険・高齢者福祉行政のため、ご協力をいただき
ますようお願いいたします。

〈お問合せ〉 介護保険課 管理・保険料係
ＴＥＬ ：３５４－８４２５ ＦＡＸ：３５４－８２８０

イキイキ教室
みんなで楽しく、ストレッチ・筋トレ・メロディベル・歌等．．．
笑って、おしゃべりしていっしょに介護予防しましょう。
沢山のご参加、お待ちしています！

日 時：令和２年１月１７日（金） １３：３０～１５：００
場 所：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。

※申込み、参加費は不要です。

〈お問合せ〉 健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１



地域マネージャーの募集
募集内容：地域マネージャー（会計年度任用職員（フルタイム））
募集人数：12人程度
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：令和２年４月１日から令和３年３月３１日（再任用する場合もあります）
勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
主な受験資格：次の要件を全て満たす人

①昭和３０年４月２日以降に生まれた人。ただし、現に地域マネージャーに任用
されている者のうち、任用期間が1年目から５年目までのものについては、
この限りでない。

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
③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
④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員等を定年等で
退職後、3年以上経過していること。

⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑥四日市市に在住する人

募集期間：令和2年1月６日（月）から1月3１日（金）（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、月曜日から金曜日の８：３０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

伊坂ダム周回道路法面復旧工事について
令和元年９月５日未明の豪雨により、伊坂ダムサイクルパーク周回道路法面が崩壊しました。

その復旧工事のため通行止めを実施し、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。
復旧工事が完了するまでの間、周回道路の一部区間通行止めは継続します。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◎工事終了期間：令和２年３月２７日
※工事の進捗により変更する
場合があります。

◎通行止め箇所：左図の●から●まで

管理事務所

〈お問合せ〉シティプロモーション部 観光交流課
ＴＥＬ：３５４－８１７６



架空請求ハガキにご注意ください

最近、「裁判所や国の関連機関を連想させる差出人から身に覚えのないハガキが届いた。
このまま放置すると強制的に差し押さえになるなどと書いてある。どうしたらいいか。」と
いった相談が多く寄せられています。
これはいわゆる架空請求ハガキで、不特定多数に送られています。連絡をすると個人情報

を相手に知られるばかりではなく、高額な支払いを要求されることもあります。ハガキに書
かれている「あなたが訴えられている」「強制的に財産が差し押さえられる」といった内容
はうその内容です。そのため、ハガキが届いても無視をし、相手に連絡しないようにしてく
ださい。
なお、実際に裁判所から郵便物が届く場合は、「特別送達」という方法がとられます。そ

のため、郵便物はハガキではなく封書で届き、書留のように本人が直接受け取ることになっ
ています。このような形で届いた場合は無視せず、必ず内容を確認してください。

〈お問合せ〉 市役所１階 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ：３５４－８２６４
受付時間：平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００

祝日・年末年始（１２／２９～１／３）を除きます。

◆通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について

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。

◆住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになりました

令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書に、過去に称していた旧姓（旧
氏）を併記することができるようになりました。旧姓（旧氏）を併記することで旧姓が各種証明に使えます。
（旧姓は1人に1つだけ併記することができます）
希望される方は、旧姓が記載された戸籍謄本とマイナンバーカード、または通知カード及び運転免許証等

の本人確認書類（マイナンバーカードをお持ちの方は不要）を持参のうえ、市民課、各地区市民センター
（中部を除く）または市民窓口サービスセンターで手続きして下さい。
詳しくは、総務省HP http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
または、市民課までお問い合わせください。

◆マイナンバーカードマイキーID設定について

国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が来年度に実施される予定で
す。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID設定が必要となります。
詳しくは、下記ホームページ

https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/ をご覧ください。

◆コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ

コンビニ交付の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
令和２年１月１５日（水）終日

〈お問合せ〉 市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ FAX:３５９－０２８２

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/


書 籍 名 著 者

ツナグ 辻村 深月（つじむら みづき）

君にさよならを言わない 七月 隆文（ななつき たかふみ）

そしてバトンは渡された 瀬尾 まいこ（せお まいこ）

ライオンのおやつ 小川 糸（おがわ いと）

スイート・ホーム 原田 マハ（はらだ まは）

どうしても生きてる 朝井 リョウ（あさい りょう）

読みたいことを書けばいい 田中 泰延（たなか ひろのぶ）

ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治（みやぐち こうじ）

夫のトリセツ 黒川 伊保子（くろかわ いほこ）

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレディ みかこ

仕事が速い人はどんなメールを書いているのか 平野 友朗（ひらの ともあき）

失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野 正人（おおの まさと）

三重の山城 ベスト５０を歩く 福井 健二（ふくい けんじ）

書 籍 名 著 者

こども六法 山崎 聡一郎（やまさき そういちろう）

なまえのないねこ 竹下 文子（たけした ふみこ）

たべものやさん しりとりたいかい かいさいします シゲタ サヤカ

新しい本が入ります！
橋北地区市民センター １階 事務室

一般書

児童書

橋北地区市民センターでは、８：３０～１７：００に
図書の貸し出しをしています。
お一人につき１回２冊まで借りることができます。
貸出期間は２週間です。

１月７日（火）より
貸し出しを始めます。



四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

平成２９年４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。
主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催
しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「親子クラフト」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、クッキングルーム、工作室や図書室などの設備
が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】

料金 無料 所在地：東新町26番32号 橋北交流会館4階 TEL： 330-5020 FAX ：334-0606

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

１月４日
（土） 10：30～12：00

凧作り
竹ひごとビニールを使って、本格的な凧作りを
しよう。作った後は広い場所で遊んでみよう！

対象/どなたでも
定員/先着20名
＊当日9：00から

整理券配布

１月６日
（月） 13：30～15：30

かきぞめ
新年の目標や抱負をかきぞめしよう！みんなで
作る大きな作品は1年間プラザに飾るよ。

対象/小学生～高校生
持ち物/書道用具一式、

汚れてもよい服装

１月１２日
（日） 14：00～14：30

えほんのひろば
季節のおはなしと工作をします。

対象/どなたでも

１月１６日
（木） 10：00～11：30

なかよし広場
子ども、子育て、食、地域の話題など、テーブ
ルを囲んでお話ししましょう。広場に集まった
皆さんで、ゆったりと交流しませんか？

対象/子育て中の保護者
どなたでも
協力/生活協同組合

コープみえ

第９回 郷土が誇る芸能大会を開催します！
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。ぜひ、

市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇る演技をご覧ください。
今回は、三重県立四日市商業高等学校ギター・マンドリン部の皆さんによる特別演奏も行います。

日 時：令和２年１月１８日（土） 第Ⅰ部 １０：００～１３：１５
第Ⅱ部 １４：００～１６：５５
（時間は変更になる可能性があります）

会 場：文化会館 第2ホール 入場料：無料（入退場自由）

本年はお世話になりました。

１２月１３日（金）に開催した、
ミ ニ門松づく り講座 の様 子です。

ステキな門松ができました。

来年もよろしく
お願いいたします。


