
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

海蔵川の水位が上がります！ 
３月２１日（月）より、農業用水取水の海蔵

川河口堰
ぜき

が閉じられるため海蔵川の水位が上がります。

新開橋～近鉄鉄橋付近までの水位が高くなりますので、

十分、お気を付けください。 

  

          ☆民生委員・児童委員交代のお知らせ☆ 

         永年にわたりお世話になりました、宇佐美 正二郎 様に代わり、 

安田
や す だ

 三十
さ と

美
み

 様 が民生委員・児童委員に着任されました。 

担当地域は東新町１５～２０、２４、２５番地です。よろしくお願いいたします。 

 

お忘れ物にお心当たりはございませんか？（センター敷地内） 

１月～３月までの間に、透明傘（玄関）、毛糸の帽子（和室）、毛糸の携帯電話ポーチ

（玄関前）、黒の手帳（会議室倉庫）の忘れ物がセンター事務室に届いています。お心当

たりの方はお問い合わせください。（橋北地区市民センター： TEL ３３１－３７８７） 

なお、取り置き期間は４月２８日（木）までとさせていただきます。 

 

 
 
 

犬が生後９１日以上になったら、登録を申請し、狂犬病予防注射を行うことが法律で

義務付けられています。登録は生涯に1 回、狂犬病予防注射は毎年1 回、必ず受け

なければなりません。愛犬家の皆さん、｢集合注射会場｣もしくは｢動物病院｣で狂犬病

予防注射を行ってください。 

◎集合注射（橋北地区） 

 日  時  4月26日（火） 13：00～13：40（雨天決行） 
 場  所  橋北地区市民センター 駐車場 
 持ち物  ⒈ 既に登録している犬の場合・・通知ハガキ（3 月下旬発送予定）と注射費用 

⒉ 新たに登録する犬の場合・・・注射費用と登録費用 

         ⒊ 転入してきた犬の場合・・・・前住地で交付された犬鑑札、注射費用 

 費  用  ★注射 １頭につき3,200 円（注射料金2,650 円＋注射済票交付手数料550 円） 
★登録 １頭につき3,000 円 

※おつりのいらないようにご協力をお願いします。 

 注意事項  ⒈ お知らせのハガキにある問診票を記載し持参してください。 
⒉ 他地区の注射会場でも受けられますので、ご利用ください。 

⒊ 注射会場へは、首輪が外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人

が連れてお越しください。 

⒋ フン尿の始末は連れてきた人が責任を持って行なってください。 

◎動物病院で受ける場合 

 手続き ●通知はがきをお持ちのうえ、動物病院で狂犬病予防注射を受けて 
ください。 

●委託契約動物病院(広報よっかいち３月下旬号に掲載)では、犬の

登録手続き、狂犬病予防注射およびそれに伴う注射済票の交付を受

けることができます（市が実施する集合注射と同一料金で受けること

ができます） 

●委託契約動物病院以外の場合、証明書をもらい、衛生指導課又は最

寄りの地区市民センターにお持ち下さい。注射済票を後日交付いたしま

す（注射済票交付手数料550 円が必要です） 

 問い合わせ  四日市市保健所衛生指導課   
TEL３５２－０５９１  FAX３５１－３３０４ 
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橋北地区市民センター  TEL 331-3787  F A X 330-0220 

平 成 22 年 度 

３月２０日号No.２３ 

１日〔金〕お達者クラブ     ６日〔水〕東橋北小学校入学式 

２日〔土〕橋北保育園入園式   ７日〔木〕橋北幼稚園入園式 

６日〔水〕橋北中学校入学式  ２６日〔火〕狂犬病予防注射（橋北地区） 

６日〔水〕西橋北小学校入学式  ２８日〔木〕自動車文庫 

４月の行事予定 



 
 
 

 
おおむね65 歳以上の方を対象に、介護予防のための体操や健康知識を学んでいただ
く「お達者クラブ」や、ヘルスリーダー（健康ボランティア）によるレクリエーション
等をしながら楽しく身体を動かす「イキイキ教室」を開催しています。参加費は無料、
申込みもいりません。（健康手帳をお持ちの方は持参してください。） 
軽い体操ができる服装でお願いします。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

◎ 場所 橋北地区市民センター ２F 会議室 
◎ 日時 毎月第１金曜日 13：30～15：00  
平成２３年度実施日                  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１日 
(金) 

６日

（金） 

３日 
(金) 

１日 
(金) 

５日 
(金) 

２日 
(金) 

７日

（金）

４日 
(金) 

２日 
(金) 

６日

（金）

３日 
(金) 

２日 
(金) 

※５月６日・１０月７日・１月６日はヘルスリーダーによる「イキイキ教室」です。 

※２月３日は栄養士による高齢者の食事についての講義があります（30 分程度） 

※８月５日は歯科医師による高齢者の口腔衛生についての講義があります（30 分程度） 

※変更になる場合は、センターだより「おしらせ」にてご連絡いたします。 

◎ 問い合わせ 健康づくり課 健康づくり係 TEL ３５４－８２９１ 

 

地域マネージャーの募集 
■ 募集人数    1人 (中部地区） 
■ 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２３年５月９日～平成２４年３月３１日（再任用する場合もあります） 

■ 主な受験資格 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２３年３月２２日から４月８日（必着） 
■ 応募方法    市民生活課、地区市民センター、楠総合支所にある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ご持参ください。 

■ 問い合わせ 市民生活課  TEL ３５４－８１４６ 

 

 

 

 

 

 
 

平成２３年度分の福祉サービス利用券を 

3 月 25 日からお渡しします。 
 有効期間  平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
 申 請 先  障害福祉課 (市役所３F) 

※各地区市民センター(中部地区を除く)楠総合支所では申請受付のみ行います。 

 問い合わせ  障害福祉課 TEL ３５４－８１７１、３５４－８５２７ FAX ３５４－３０１６ 
メール syougaifukushi@city.yokkaichi.mie.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「お達者クラブ」・ヘルスリーダーによる 

「イキイキ教室」のご案内 

 重度障害者タクシー乗車券 

 市が指定するタクシーに乗るときに、１回に１枚

(初乗り運賃相当額割引)利用できます。 

 交付枚数 年間７２枚 
対象 (１)身体障害者手帳を持つ人で、 

① 下肢・体幹障害１～３級の人 
② 視覚障害１・２級の人 
③ 内部障害１級の人 

   (２)療育手帳 A を持つ人 

   (３)精神障害者保健福祉手帳１級を持つ人 

〔(１)(２)(３)とも、施設に入っている人や基準以上

の所得のある人を除く〕 

その他 対象者のうち、下肢・体幹障害１～３級

の人と内部障害１級の人が本人名義の自動車

を自分で運転するときは、タクシー乗車券の代

わりに「自動車燃料費助成」を受けることができ

ます。障害福祉課へ申請してください。 

 はり・きゅう・マッサージ利用券 

 四日市市視覚障害者協会指定

の施術所で、１回につき１枚利用

できます。 

 交付枚数 年間１０枚 
対象 満 70 歳以上の人、または

身体障害手帳を持つ肢体障

害１・２級の人 

利用料金 「はり・きゅう」か「マッ

サージ」のどちらかを利用したと

きは 2,000 円、同時に利用したと

きは 3,000 円の利用者負担が必

要です。 

～橋北地区の子育て応援施設～ 

地域の子どもどうし、保護者どうしが触れ合える機会としてぜひ、ご活用ください。 

3 月・４月は不規則になっています。詳しくは各施設までお問い合わせください。 

橋北幼稚園あそび会 （おおむね毎週木曜日午前 10：00～11：30） TEL 331-7240 

橋北保育園あそぼう会 （おおむね毎週水曜日午前 9：30～11：30） TEL 331-4049 

橋北子育て支援センター ぽっぽ （月曜日～金曜日 9：30～15：30） TEL 332-4527 

橋北児童館 あそびの広場（毎週火・金曜日、午前 10：30～11：30） TEL 331-8199 


