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  絵手紙で心のこもった暑中見舞いを出してみませんか。初心者大歓迎

☆ 日   時 ７月３日（月）　　１０：００～１２：００

☆ 場   所 橋北地区市民センター　　　会議室

☆ 講   師 森　　永子さん

☆ 定   員 ２０名

☆ 参加費 無料

☆ 持ち物 持っている方は絵手紙用筆、顔彩絵具をお持ちください。

ない方については、筆・絵具はセンターで用意いたします。

☆ 募   集 ６月１２日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

てお申込みください。

　　　　　　　　橋北地区市民センター　　TEL３３１－３７８７

回
覧

　なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、平成２９年６

ただきますようお願いします。その場合、敬老行事のご案内や敬老記念品をお届

けできなくなりますのでご了承ください。昨年までにご連絡をいただいた方は、

改めてご連絡いただく必要はありません。

月３０日（金）までに介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をい

　橋北地区では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本年も、自

治会毎に敬老行事が行われることとなっています。敬老行事の実施にあたり、橋

北地区社会福祉協議会が中心となって、市に対し、７０歳以上の方の名簿（住所

、氏名、生年月日、性別を記載）の閲覧を依頼させていただき、各自治会からの

案内が対象の方にもれることなく送付されるようにしたいと考えています。

　つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密

保持の厳守を徹底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施で

きますよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。

お し ら せ 

絵 手 紙 教 室 受 講 者 募 集 



自動車文庫

　　６月２９日(木）　　橋北地区市民センター　１０：００～１０：４０

　　　　　　　　　　　　　滝川公園　　　　　　　 　１０：５０～１１：２０

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）

ゲームでチャレンジ！

日 時 ： ７月２３日（日）午前の部１０：００～１１：３０ /  午後の部１３：００～１４：３０

場 所 ： 総合会館７階（市役所西どなり）　　第１研修室

内 容 ： ￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい

     使い方について学びます。

￥ 参加者には、おこづかい帳などの記念品をお渡しします。

￥ ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。

対 象 ： 市内在住の小学４～６年生とその保護者(2人１組）

定 員 ： 各回２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）

申し込み ：　7月７日（金）（必着）までに、往復はがきにて、

①希望教室名　②希望時間（午前・午後） ③住所  ④こどもの名前（ふりがな）⑤学年

⑥電話番号　　⑦一緒に参加する保護者の氏名　　を書いて、下記申込み先まで。

申込み・問合せ先

　　　 〒５１０－８６０１ 市民生活課　　市民・消費生活相談室

（ＴＥＬ３５４－８１４７ 　　ＦＡＸ３５４－８４５２）

　 市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした、地域づくり

マイスター養成講座を開催します。

  地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

開催予定日 以下の土曜日（全９回）　９：３０～１２：００

ただし、９月１６日は９：３０～１６；３０、１０月１４日は１３：３０～１５：３０

平成２９年 ７月 ２２・２９日、８月 １９・２６日 、 ９月 ９ ・１６日

１０月 ７・１４日、１２月１６日

場所 四日市市総合会館７階　　第３研修室ほか

内容 地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資源のマッピング演習、

コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート作成など

修了 全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付

定員 ４０名（応募者多数の場合抽選）

問合せ、申込み ６月３０日（金）までに 四日市市役所　　市民協働安全課  （担当：　後藤、渡瀬）

　　　電話３５４－８１７９　　　ＦＡＸ３５４－８３１６

　　めざせ！おこづかいマスター！！

地域づくりマイスター養成講座　　受講生募集

夏休みの自由

研究に！ 

参加無料！！ 



健康福祉課　（ＴＥＬ３５４－８１０９　　ＦＡＸ３５９－０２８８）

 理解を深め、明るい社会を築こうとするものです。

 この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で

支援しているのが「保護司」です。犯罪や非行のない地域社会

をつくるために、各地区で活動しています。

　この運動の一環として街頭啓発を行います。

日時 ７月３日（月）　１４：１５～

場所 近鉄四日市駅周辺

　　　6月１日　　病児保育室　「チェリーケア」がオープンしました！

病児保育室は、病気療養中で、保育園・小学校などの集団生活に不安がある子どもを、

一時的にあずかるところです。専任の看護師と保育士がいて安心です。

四日市市病児保育室「カンガルーム」（中部８番１７号　二宮病院東側）に加えて、桜

花台にも病児保育室がオープンします。

桜花台こどもクリニック　病児保育室（チェリーケア） TEL＆FAX：３４０－７０１５
            桜花台一丁目４５－１（子育て支援センターさくらんぼ　２階）
開設時間：月～金　　９：００～１７：３０（クリニックの休診日を除く）
利用料金：２,０００円（所得税非課税世帯は１,０００円、市民税非課税世帯は無料）
　　　　　　※診察代の他、食事代等実費負担あり。
定員：３名（予約が必要です）
利用できる児童：市内に居住し、保育所、幼稚園、小学校に通園又は通学している子。

≪７月は「社会を明るくする運動」強調月間です≫

 この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について

   

   
         

       学校における「いじめ」の事案や、家庭内における児童虐待の事案が

依然として数多く発生していることから、子どもをめぐる様々な人権問

題の解決にむけて、全国一斉で「子どもの人権１１０番」強化週間を実

施します。 

～ 実施期間や相談番号のお知らせ ～ 

✿期間：６月２６日(月)から７月２日(日)の７日間 

✿時間：午前８時３０分から午後７時（土日は午前１０時から午後５時） 

✿番号：０１２０－００７－１１０ （全国共通フリーダイヤル） 

 問い合わせ 津地方法務局人権擁護課  

                                                                           電話 ０５９－２２８－４１９３ 

                     FAX  ０５９－２１３－３３１９ 

「子どもの人権１１０番」強化週間のお知らせ 



四日市市議会　　議会報告会のお知らせ
　
　６月定例月議会の議会報告会を、７月３日、４日に開催します。常任委員会ごとに２
日に分けて１８時３０分から１日２常任委員会ずつ、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。

※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。

※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。

※教育民生常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車してください。

　四日市市議会事務局　議事課　電話：３５４－８３４０

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて

①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、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。

②マイナンバーカードを申請してから数ヶ月以上経過しているにもかかわらず、市役所から受け取りの案内文書が

　届いていない場合は、市民課もしくは下記マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。

※　マイナンバーカードを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などに変更があると、申請

　　は受け付けされません。

★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）

★マイナンバーカード１枚でできること

①マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

②マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な時に、これ１枚で済む唯一のカードとして活用できます。

③平成２９年度後半開始予定のマイナポータルへのログインや、e-Taxなどの申請に利用できます。

④四日市市においても、平成３１年初めごろに、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの取得ができる見通

　 しです。

 その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。

危機管理、消防など

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
平成２９年７月３日（月) 平成２９年７月４日（火)

１８：３０～２０：４５ １８：３０～２０：４５

常任
委員 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 商工業、農林水産業、市 教育、こども、 道路、住宅、上下水道、
民文化、市立病院など 健康福祉など 　環境衛生など

お問い合わせ

会場

内部地区市民ｾﾝﾀｰ 富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ 総合会館 川島地区市民ｾﾝﾀｰ

別館２階大ホール ２階大会議室 ７階第１研修室 ２階大会議室

采女町８５７－１ 富洲原町３１－４６ 諏訪町２－２ 川島新町１

通知カード、マイナンバーカードについて   市民課 (℡354-8152 Fax359-0282) 

  



Yokkaichi City 

四日市市 
タウンミーティング 

  

 
 

 

問い合わせ 

広報広聴課 

（TEL３５４－８２４４ FAX３５４－３９７４） 

市長自らが直接地域に赴き、地域の皆さん の声を   

 

積極的にお聴きして意見交換を行うことで施策に 
 
反映し、もって地域力の向上を図ることを目 
 
的としてタウンミーティングを開催します。 

  
  市から提示する「子育て・教育」のテー 
  
  マのほか、地区から提示された２つのテ 
 
  ーマについて、地域の代表の皆さん 
 
  と意見交換を行います。 
 
  また、会場の皆さんとの 
 
  フリートークの時間もあ 
 
  ります。 
 
 （手話通訳・要約筆記あり） 
  ぜひ、ご参加ください。 
   
 
 
 
 ※会場および駐車場の 
 
 スペースには限りがあ 
 
 りますのでご了承くだ 
 
 さい 
 
 



  参加者募集！

新図書館（中心市街地複合拠点施設）にかかる懇談会を開催します。

　新図書館を含む中心市街地複合拠点施設整備の基本的な考え方について、広く市民の皆さんに知って

ただき、また本施設の機能や空間のあり方について、直接意見交換を行うため、市内４カ所で懇談会を

開催します。日程は下記のとおりです。

　対象

　市内に在住または通勤・通学する人。

申込方法

　参加申込受付期間内に、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、郵便、ＦＡＸ、またはＥメール

で政策推進課へお申込みください。

　申込書は、地区市民センターに配架するチラシの裏面をご利用いただくか、市ホームページより

入手いただけます。

　お問い合わせ先

　〒５１０－８６０１　四日市市諏訪町１番５号

　四日市市役所　　政策推進部　　政策推進課

　TEL．３５４－８１１２　　FAX．３５４－３９７４

　Ｅmail：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

開催日時・場所 参加人数 参加申込受付期間 内容

平成２９年６月２５日（日） ６月８日（木）

平成２９年７月１６日（日） ６月２３日（金） ・本施設整備の基

  １４：００～１５：３０(予定) 各回 ～ 　本的な考え方の

  １４：００～１５：３０(予定) ～

あさけプラザ ６月２３日（金）

  １４：００～１５：３０(予定) ～ 　交換

中消防署中央分署 ７月２１日（金）

四日市市文化会館 ８０人程度 ７月１４日（金） 　説明

平成２９年７月２３日（日） （先着順） ６月２３日（金） ・参加者との意見

三浜文化会館 ８月１８日（金）

平成２９年８月２０日（日） ６月２３日（金）

  １４：００～１５：３０(予定) ～

   通勤ラッシュ時の通行・通学に気を付けて 

朝夕の通勤ラッシュ時、混雑を避けて脇道へ入る自動車が多数見

られます。制限速度を守っていただくよう自治会・市においても

ゾーン３０規制の道路標示による注意喚起も行っておりますが、

徒歩通行・自転車通行される方においても事故等に遭われないよ

う充分にご注意いただきますようお願いします。 


