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動物キャラナビ
（個性心理學講座）

その人の性格や運命などを、生年月日から診断する「個性心
理學」を、動物のキャラクターに結び付けて、楽しく紹介する
講座となります。人との相性や接し方を考える、よいきっかけ
になるかも。みなさん、ぜひご参加ください。
また、看護師のスタッフが「まちかど保健室」として、いろ

いろなお悩みも受け付けますので、お気軽に相談してください。

日 時：１０月２１日（水） １０：００～１１：３０
場 所：橋北地区市民センター ２階 会議室
講 師：服部 光雄（はっとり みつお）さん
定 員：２０名
参加費：無料

※両講座とも、９月29日（火）より
橋北地区市民センターにて受付を開始します。
お電話・窓口にてお申し込みください。

※マスクの着用をお願いします。

ホッコリ企画
第３弾

日 時：１０月２９日（木） １４：００～
場 所：橋北地区市民センター ２階 会議室
講 師：パソコン・スマホ教室 ウォンツ四日市校

代表：佐藤 美保子（さとう みほこ）さん
中森 ゆき子（なかもり ゆきこ）さん

定 員：８名程度
参加費：無料
持ち物：各自のスマホ、筆記用具

「スマホ初心者講座」
「ガラケーからスマホに変えたけど操作に戸惑っているあなた！」「スマホに変えたいけど

ちょっと不安というあなた！」 スマホにはさまざまな機能がありますが、初めて触ると戸惑っ
てしまうものですよね！今回は、昨年好評だった初心者向けの講座をリニューアルし、初めてス
マホを持った方や、スマホにあまり慣れていない方を対象とした講座を行います。
情報化社会を楽しむためにも一緒に学んでみませんか！！！！

※スマホは各自のものを
ご持参ください

〈お問合せ〉 橋北地区市民センター
ＴＥＬ：３３１－３７８７



１０月の行事予定
１０月２１日（水） 個性心理學 １０：００～

２２日（木） 食と運動の輪★すこやか倶楽部 ９：００～
２８日（水） 橋北地区市民センターで行う 大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診

ＰＭ～
２９日（木） 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

スマホ講座 １４：００～

市のホームページや広報よっかいちでもお知らせしていますが、実施を見合わせてい
ました「大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診」を再開することとなりました。
検診の実施見合わせ中は、大変ご不便をおかけしました。
橋北地区市民センターで行う肺がん検診は、１２月３日（木）を予定しています。

カーブミラー清掃のお礼

舗装工事のお知らせ
９月下旬ごろから、滝川町地内において“舗装工事”を行う事となりました。
（近鉄川原町駅からファミリーマートの間）
工事期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

令和2年度の「地域総ぐるみ防災訓練」について

～密の状態を避けるため、参加者を限定し、８０人規模で実施～

日 時：１０月１１日（日） ９：００～１１：００
場 所：橋北小学校 体育館
参加者：各自治会から３名程度

（自治会長から依頼されている方はよろしくお願いします。）

＜訂正とお詫び＞
9月5日発行の地区だよりに、防災訓練当日の８：３０に「サイレンが鳴る」

とお知らせしましたが、サイレンは鳴りませんので訂正してお詫びいたします。

＜お問合せ＞ 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７

8月22日（土）KHネオケム株式会社さんにて、橋北地区内の
カーブミラーの清掃を行っていただきました。

KHネオケム株式会社のみなさま、暑い中本当にありがとうござ
いました。



第９回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち
無観客開催＆ライブ配信決定！

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族が
四日市を舞台に腕を競い合います。
今回は無観客開催とし、本選の模様をライブ配信いたします。それぞれの個性が輝くバラ

エティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールをぜひご覧ください。

日 時：１０月１８日（日）１３：００～１７：００（予定）
視聴方法：・ケーブルテレビ「シー・ティー・ワイ」

・CTYコネクト（スマートフォンアプリ）
・Youtube Live

〈お問合せ〉
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会
（四日市市 文化振興課内）
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５
ＴＥＬ：３５４－８２３９ ＦＡＸ：３５４－４８７３
ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市議会 議会報告会 中止のお知らせ

１０月９日（金）、１２日（月）に開催を予定しておりました８月定例月議会の議会報告会は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。
市民の皆様の健康を守るための判断となります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

〈お問合せ〉 四日市市議会事務局 議事課
ＴＥＬ：３５４－８３４０

書籍名 著者

天地に燦たり 川越 宗一（かわごえ そういち）

野垂れ死に 元木 昌彦（もとき まさひこ）

きたきた捕物帖 宮部 みゆき（みやべ みゆき）

人は話し方が9割 永松 茂久（ながまつ しげひさ）

一人称単数 村上 春樹（むらかみ はるき）

コロナ黙示録 海堂 尊（かいどう たける）

雲を紡ぐ 伊吹 有喜（いぶき ゆき）

人はなぜ、他人を許せないのか？ 中野 信子（なかの のぶこ）

おかあさん、お空のセカイのはなしをしてあげる！ 竹内 文香（たけうち あやか）

地上最強の男 百田 尚樹（ひゃくた なおき）

書籍名 著者

すっぽんぽんのすけ もとした いづみ

おひめさまになったワニ ローラ・エイミー・シュリッツ

みちくさしようよ！ はた こうしろう、奥山 栄治（おくやま えいじ）

小学生なら知っておきたい教養 ３６６ 斎藤 孝（さいとう たかし）

きりん りんりん きむら ゆういち

一般書

児童書

新しい本が入ります！ 橋北地区市民センター １階 事務室

９月２９日（火）より
貸し出しを

始めます！



マイナンバーカード
休日申請受付窓口の開設

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、下記のとおりマイ
ナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、

ご自宅宛てに郵送（本人限定郵便・特例型）させていただきますので、受け取りのために再
度お越しいただく必要はありません（カード到着まで、おおよそ2か月程度かかります）。
また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口（右ページ参照）へ電

話予約（平日 ８： ３０ ～１７： １５）してください。
予約受付は１０月１日（木）より開始いたします。

1. 申請に必要なもの
申請の際には、以下の書類を持参してください。
（1）本人確認書類（Aを１点、またはBを２点）

A

運転免許証、 旅券、 住民 基本台 帳カー ド（ 顔写真入り）、 運転経歴証明書 （ 交付年月
日が 平成２ ４年 ４月１日以 降のものに 限る）、 身体障害者 手帳、 在留カー ド、特 別永
住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類

B

健康 保険・介 護保険の 被保険者 証、年金 手帳、 医療受給者 証、社 員証、学生証など、
「 氏名＋住所」か「 氏名＋生年月日」が 記載されたもので、 組み合わせで「 氏名・ 住
所・生年月日」が確認できるもの

（2）通知カード、または個人番号通知書
（3）顔写真（縦４．５cm×横３．５cm、６か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの）
（4）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
（5）認印
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）を回収します。
※１５歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が
必要となります。

2.開設窓口・開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】
（事前予約制、先着４８人まで、１人あたり２０分）

★橋北地区市民センターの休日申請受付窓口

開設日 場 所

１１月１４日（土） 【申込期限：１１月 ６日（金）】 事務室
（１階 窓口）１２月１９日（土） 【申込期限：１２月１１日（金）】

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
※他の地区市民センターでも休日窓口を開設しています。
お申し込みは、各センターへお願いします。（右ページ参照）



3. センター開設日一覧表

11月 12月

〈お問合せ〉 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７
（平日 ８：３０～１７：１５）



日 時：１０月３１日（土）（雨天決行、完全予約・入れ替え制）
①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③13：00～14：00 ④14：00～15：00
申込先着順でご希望の参加時間を伺います。（ご希望に添えないこともあります。）

場 所：すわ公園交流館・こどもの家（諏訪公園内茶色の建物）
定 員：各回２０名（大人の人数を含む）
対 象：おおむね４歳から小学生（幼児は保護者同伴）
申込み：参加費無料 定員になり次第受付終了

小学生は一人でも参加可能です。
グループ（家族、友達同士、家族と友達）での申込みができます。
最大４名まで受付可（大人の人数を含む）

受 付：１０月６日（火）１６：００から、こどもの家にて電話でのみ受け付けます。
詳しくは「こどもの家ＨＰ」、「こどもの家だより１０月号」をご覧ください。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。

ちいさなちいさな ハロウィンパーティー2020
仮装をして謎解き、簡単なゲーム、工作を楽しもう。

参加した人にはプレゼントがあるよ。

＜お申込み・お問合せ＞ こどもの家 ＴＥＬ：３５１－３９３３
火～土 ９：００～１７：００（祝日を除く）

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】

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「赤ちゃん広場」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！！

10月18日
（日）

１０：００～１７：００ プラザフォトスポット
友だち同士、家族で 写真を とりにきてね。

対象/どなたでも
※1回につき１グループ5名まで

10月18日
（日）

１０：３０～１１：００ クイズ１・２・３
頭と体をつかってクイズの答えをみつけ
よう！

対象/小学生
定員/当日先着15名
※雨天中止

10月20日
（火）

１０：００～１１：３０ 赤ちゃん広場
助産師に相談したり、体重を測ったり、
ふれあいましょう。

対象/0～18ヶ月、出産予定の人
定員/当日先着10組
※11：00までに受付をしてくだ
さい。時間の都合上、相談出来な
い場合があります。
持ち物/母子手帳、赤ちゃんを寝か
せるためのタオル

10月24日
（土）

９：３０～１１：００

１５：００～１６：３０

魔女からの招待状
魔女からハロウィンパーティーの招待状
が届いたよ。お菓子を集めてパーティー
に参加しよう。

対象/小中学生
※1回につき1グループ5名まで
※景品がなくなり次第終了
※所要時間は30分～1時間です。
時間内にお越しください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。

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/

料金 無料



歴史の風を感じながら、四郷ふるさとの道をのんびり歩いてみませんか？

１．市職員が文化財等の解説をしながら、一緒に歩きます！！ （なので、道に迷うことなし）
２．体力に応じてウォーキングコースを選択できます！！（健脚コース５㎞とのんびりコース３㎞）
３．旧笹野酒造初代当主の隠居所であった「懐石白梅」をご案内!! （案内後、昼食可能です）
４．四日市市の健康マイレージポイント（１００ポイント）獲得事業です！！

開 催 日：１０月２５日（日）小雨実施
参 加 費：無料（但し、四日市あすなろう鉄道の運賃及び、飲食費は参加者負担）
申込方法：参加申込書に必要事項を記入の上、メール、FAX、郵便、または直接社会教育・文化財課

（市役所９階）へお申込みください（電話申込み不可）。
※申込み多数の場合は、抽選となります。

申込締切：１０月７日（水）必着

市制123周年記念イベント

市指定文化財「旧四郷村役場」の魅力～特別編～

四日市あすなろう鉄道に乗って

新!!四郷ふるさとの道ウォーキング

市制１２３周年を記念して、下記のイベントを行います！！
ぜひ、ご来館ください！！

１．大正時代の着物着付け体験!!（事前申込み：申込み多数の場合は抽選）
２．コスプレイヤーの歓迎（特製和菓子は先着１０名）
３．市指定文化財「旧四郷村役場」の解説（１回目：１４：００～、２回目：１５：００～）
４．四郷の歴史パネル展示
５．お茶と和菓子のご提供（先着５０名）

開 催 日：１０月２５日（日）小雨実施
参 加 費：無料
着付け体験の申込方法：名前、年齢、性別、連絡先、希望時間（１３：３０または１４：３０）を

記入の上、ＦＡＸ、郵便、または直接社会教育・文化財課（市役所９階）へ
お申込みください（電話申込み不可）。
※申込み多数の場合は、抽選となります。

申込締切：１０月７日（水）必着

①、②とも参加申込書等、詳細は市ホームページまたはチラシを参照してください。
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止等の措置をとる場合があります。
（ＨＰ等でお知らせします）。
参加される方は、感染拡大防止のため、マスク着用などの対策をお願いします。

〈お問合せ） 社会教育・文化財課 ＴＥＬ：３５４－８２４０（イベントに関する問合せ）
健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１（健康マイレージに関する問合せ）

①

②



本市では、高齢者のペダルの踏み間違いによる事故の防止対策と
して、後付けのペダルの急発進抑制装置の取り付けにかかる補助金
を交付しております。令和２年度までの補助制度であり、国の補助金
にも限りがあるため、この機会にぜひご活用ください。

補助対象者は下記の条件を満たす方となります

・四日市市内に在住
・６５歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた方）
・市税の滞納がない
・自家用車である（１人１台） 他

補助金の申請について

【補助金に関するホームページのURL】

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583376797522/index.html

補助制度を用いた場合の支払い額の一例

※国の補助金がある場合

〈お問合せ〉 道路管理課交通安全係
ＴＥＬ：３５４－８１５４

トヨタディーラーで取り付けた場合の一例
（取り付け費） ９０，０００円
（国 補 助 金） －４０，０００円
（市 補 助 金） －３５，０００円
支 払 い 額 １５，０００円

カー用品店で取り付けた場合の一例
（取り付け費） ４１，８００円
（国 補 助 金） －２０，０００円
（市 補 助 金） －１５，０００円
支 払 い 額 ６，８００円

補助金の申請は、市の登録を受けている店舗にて行っていただきます。申請について
は、店舗にご相談ください。なお、登録を受けている店舗は、四日市市ホームページで
『高齢運転者』と検索し、『後付け装置取扱事業者一覧』をご覧いただくか、四日市市
役所 道路管理課にご連絡ください。
補助金の期限は令和３年３月３１日までですが、取り付け工事や書類の提出等を全て

終えている必要があるため、余裕をもって、お早めに申請してください。


