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平成　２８年　１1月　　２０日 №　 16

　　　　　　　　　　　　１2月の行事予定

8日 （木）     よっかいちはつらつ健康塾　みんなでやろう！転ばないための体作り

１５日 （木） 　　おとなの小学校　　クリスマス会

　　２０日 （火） 　　しめ縄づくり講座

　２２日 （木） 　　自動車文庫

１１月４日（金）四日市市文化会館において「平成２８年度四日市市自治会長大会」

が開催され、永年、自治会長として地域の発展・住民福祉向上に尽力された方が

表彰されました。

          ★ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰカード(申請した人）の受け取りについて
      ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを申請した人で、まだお受け取りいただいていない場合には、

         市民課までご連絡ください。

          ★ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを紛失した場合の手続きについて
      紛失した場合には、直ちに警察まで届け出をしてください。あわせて、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞｺｰﾙｾﾝﾀｰ
      に連絡し、ｶｰﾄﾞ機能の一時停止の手続きをしてください。

          なお、ｶｰﾄﾞ機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので
        市民課へもご連絡ください。

         本人通知制度登録更新手続きについてのお知らせ         本人通知制度登録更新手続きについてのお知らせ
市民課 （Tel.354-8152、  Fax.359-0282）

　

     　　    ◎ 更新の申込みには次のものをお持ちください。
　　　　　　　①四日市市本人通知制度事前登録（新規・更新)申込書
　　　　　　　②本人確認書類（運転免許証、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、健康保険証、年金手帳等）
　　　　　　　③四日市市本人通知制度　登録期間満了通知書（満了日の近い人に郵送します。）

　　　　★登録満了日の一ｹ月前から更新の申込みができます。
　　　　★更新については、市民課（市役所１階）のほか、地区市民ｾﾝﾀｰ（中部地区を除く）

　 　　        市民窓口ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰでも申込みができます。
　　　　　　　　　　（新規登録の手続きは市民課のみ扱っています。）

　　　　　　※　登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は。廃止となる場合が
　　　　　　　　ありますのでご注意ください。

回
覧

　あったことを本人に通知する本人通知制度(登録期間は３年間）を実施しています。

           表彰　おめでとうございます

       ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ（個人番号ｶｰﾄﾞ）について

　登録期間終了後も引き続き登録を希望される人は、更新の申込みが必要です。

田中　　敏夫　　さん　　　（　新浜町西南 ）　　　　　勤続５年

　本市では、ご自身の住民票・戸籍の証明などが第三者に交付された場合に、交付が

マイナンバーカード　コールセンター　０１２０－９５－０１７８（無料）
０１２０－６０１－７８５（FAX)

you  
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投票日 　１１月２７日（日）　　午前７時～午後８時

投票所 　西橋北（橋北小学校)
  東橋北（橋北中学校）

総合会館
三重北勢健康増進センター
防災教育ｾﾝﾀｰ
中消防署中央分署

投票日　　１１月２１日（月）～２６日（土）午前８時３０分～午後８時

投票日　　１１月２４日（木）～２５日（金）午前１０時～午後５時
　　※他の期日前投票所と開設期間が異なりますので、ご注意ください。
　　　　　《問い合わせ先》　　　四日市市選挙管理委員会事務局

　四日市市諏訪町１番５号　　☎３５４－８２６９

 橋北子育て支援ｾﾝﾀｰ　　子育て支援事業

「妊婦さんと赤ちゃんのふれあい」
 待ち遠しい赤ちゃんの誕生　♪♪ 楽しみと同時に不安な気持ちもあるかと思います。

子育て真っ最中の先輩ママさんと出会い、一緒におしゃべりしたり,赤ちゃんとふれあって

楽しいひとときを過ごしてみませんか。

　☆　毎週水曜日  １０時～１２時

　　   場所　橋北子育て支援センター

≪問い合わせ先≫　　　

  橋北子育て支援ｾﾝﾀｰ

　　　☎０５９－３３２－４５２７

♪♪１２月のあそび会・あそぼう会　♪♪

手作りのしめ縄
 日   時   12月２０日（火）　　　午前１０：００～１１：３０ で新年を迎えませ
 場   所 橋北地区市民センター　　会議室 んか♪♪

 講   師

 定   員 １５名

 参加費 無料

 持ち物

   　　　　    橋北地区市民センター　　☎３３１－３７８７

 募   集
１２月６日より橋北地区市民センターにて受付を開始します。

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の

３歳児

8日（木）
０歳児～３歳児

☎  ３３１－７２４０ １０：００～１１：３０
１5日（木）

橋北保育園

☎  ３３１－４０４９
１４日（水）

０歳児～未就学児

９：３０～１１：３０
7日（水）

     前に園に聞いて

     詳しくは出かける

　　　　ください。

１０：００～１１：３０
１3日（火）

橋北幼稚園

　　　（いちご組）

下田　正由  さん

花ばさみ　、軍手、ペンチ

お電話か　窓口にて お申込みください。

   入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

２１日（水）

◇◇　投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！　◇◇

           ◎　 四日市大学情報センター

6日（火）

　         ◎　 第１期日前投票所
　　　　　　　　第２期日前投票所
　　　　　　　　第３期日前投票所
　　　　　　　　第４期日前投票所

　　◇◇　　四日市市長選挙のお知らせ　　◇◇

　            　し め 縄 づ く り 講 座 募 集

入場券を持って所定の投票所へお出かけください。



　  学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しくすごしてみませんか。２０歳以上

　６５歳くらいまでで、子どもが好きな人であれば、どなたでも指導員として働くことができます。

　障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望する人

  （週に１日だけ、夏休みだけ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど）も募集してます。

　　　※注　　各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

　  また、四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録

  説明会を開催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受ける

  ことができます。

　　年度ごとの登録になりますので、平成２７年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

日     時 　　１２月３日（土）１８：００から
場      所 　　総合会館　　７階　　　第一研修室

申込方法 　　１２月１日（木）までに、住所、名前、電話番号
     （あればﾌｧｯｸｽ、Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）を、電話かﾌｧｯｸｽ、
      Eﾒｰﾙで「こども未来課」まで
　         　TEL354-8069　　FAX354-8061
         　　Eﾒｰﾙ：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

～知っていますか？在宅医療～
　　　　内容　 「通院するのも大変になってきたけどどうしたらいいの？」

「病気を抱えてもできるだけ自宅で療養したいけどどうしたらいいの？」

「自分でどのような医療を受けることができるの？」

などの不安、疑問にお答えするため在宅医療ガイドブックを作成しました。
今回は、そのｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸに関連した講演会を開催します。
　ぜひ、この機会にお越しいただき、「あなた」あるいは「あなたの家族」が
もし病気を抱え療養が必要になった時、「在宅医療」が選択肢のひとつと
なるよう、一緒に考えてみませんか。

１２月１８日（日）　　１３：３０～１５：００（開場１３：００）
　　  場所  ・　文化会館　　第３ホール
　　  内容  ・　基調講演

　　「在宅での療養生活を支えます。」　　講師　四日市医師会　　伊藤　毅　さん
    
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　：　　「在宅療養の実際」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：　　畑中純子　さん　（四日市看護医療大学）
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：　 : 伊藤毅さん（四日市医師会）、加藤卓也さん（四日市歯科医師会）
　　 　　　　　木村直登さん（四日市薬剤師会）、髙井俊夫さん（市民代表）

　　　　料金　・ 無料
　　　　問合せ先　・　　健康福祉課（TEL　３５４－８２８１　　　FAX　３５９－０２８８）

　　　日時  ・

☆　　指導員登録説明会

  　　市内学童保育所の指導員を募集しています。

【　在宅医療講演会　】

       

◎  乾電池・水銀体温計は 

    資源物として資源ゴミ 

    の日に２週間に１回集積場に 

    透明また は半透明の袋に入れ 

    て出してください。 

             問合せ先  生活環境課 TEL３５４－８１９２  

   

 袋には      「「電池」と 

 

              表記してください。 
 



現在整備中の橋北交流会館（旧東橋北小学校）東側の市道高浜４号線について、整備工事

に伴う道路の拡幅工事（道路幅約３m）が完了しましたが、交通安全確保のため一部車両が

通れなくなっています。　車の通り抜けはできませんのでご理解とご協力をお願いいたします・

　　　　　問い合わせ先：こども未来部こども未来課（☎３５４－８０６９）

　　　　　四日市市議会　　議会報告会のおしらせ

　１１月定例月議会の議会報告会を、１２月２３日、２４日、平成２９年１月１５日に開催します。

常任委員会ごとに分かれて４会場で開催します（詳細は下記参照）。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･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞのﾃｰﾏが決定しましたら、市議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ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・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（意見交換会）

月  日

時  間

常   任
委員会

所  管
事  項

商工課、農林水産業、
市民文化、

市立病院など

道路、住宅、上下水
道、区画整理、
環境衛生など

９：４５～１２：００ ９：４５～１２：００

産業生活 都市・環境 教育・民生 総務

市政の企画、
財務、危機管理、

消防など

☆　市道高浜４号線の通行について

会  場

楠地区市民ｾﾝﾀｰ
３階大会議室

総合会館
７階第１研修室

県地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室

羽津地区市民センター
２階大会議室

楠町北五味塚
２０６０－７２

諏訪町２－２ 赤水町９５７ 大宮町１３－１２

平成２８年１２月２３日（金・祝） 平成２８年１２月２４日（土） 平成２９年１月１５日（日）

９：４５～１２：００ １３：００～１５：１５

※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、あらかじめご了承ください。

※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。

※全会場、手話通訳いたします

※都市・環境常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営中央駐車場に駐車してください。

教育、こども、
健康福祉など


