
 

 

 

 

 

 

 

H 2７．８．２０号 

  恒例の「お月見フェスタ ２０１５」の時期になりました。 

年に一度の催しですが、これを機会に「人権」について考えていただけたらと、

今年は下記の方に出演をお願いしました。ご近所の方お誘い合わせの上、お越し

ください。 

◇ 日 時  １０月１０日（土）１３時３０分開演～１６時 

◇ 場 所  塩浜小学校 体育館  

◇ 入場料  ３００円（小学生以上）  

◇ ﾁ ｹ ｯ ﾄ  ①９月１日（火）から塩浜団体事務局（センター2 階）で販売 

           ②塩浜地区社協役員、人権部/文化広報部委員に問合せください 

◇ 内 容 

   第１部  トーク＆コンサート 通天閣から愛をこめて！！ 

        ～ 命の尊さと小さな幸せを感じられる心 ～ 

          叶 麗子（歌手 浪速の歌姫 オーロラ輝子） 

   第２部  交流会（抽選会） 

      たくさんの賞品を用意してお待ちしています 

    ＊参加者にはダンゴとお茶をお渡しします 

    ＊スリッパをご持参ください  学校内は禁煙です 

  

       主催：塩浜地区社会福祉協議会 人権部/文化広報部 

協賛：四日市市人権広域啓発交流事業 

塩浜中学校・・・９月 ９日（水） 

塩浜小学校・・・９月２６日（土）   

                   

海山道保育園・・・ ９月１９日（土） 

＊雨天９月２７日（日） 

み ど り 園・・・１０月１０日（土） 

       ＊雨天 塩浜中学校体育館 

磯津保育園・・・１０月１７日（土） 

       ＊雨天 塩浜小学校体育館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ユマニテク医療福祉大学校にて「よっかいち・はつらつ健康塾」を開催します。 

今回は、「介護予防」をテーマにお話しいたします。 

高齢社会の今、いろいろな場面で注目される「介護予防」について 

みなさんで何ができるか一緒に考えましょう。 

 ぜひ、ご参加ください。 

◇ 日 時  ８月２６日（水）  １０時～１１時 

◇ 場 所  ユマニテク医療福祉大学校 

 四日市市南地域包括支援センター  ３２８－２６１８ 

 しおはま在宅介護サービスセンター ３４９－６３８１ 

  

 

雨池ポンプ場の改良工事がはじまります 

 雨池ポンプ場では、水門（ゲート）の工事を予定しています。 

これによりポンプ場東側の道路が工事期間中通行止めとなりますので、みなさまには 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

◇ 工事期間   平成２７年１０月１日～平成２８年２月末日 

       ＊終日通行止め 

◇ 通行止箇所  右図のとおり 

 

 

連絡先 四日市市上下水道局 施設課 

    ３５４－８２３０ 

  

 

塩浜地区市民センター１階 和室の改修工事を行います 

 工事期間中は、和室を使っていただくことができません。 

また、工事に伴い、１１月以降の和室の使用受付ができなくなります。 

 地域や各団体・サークルの皆さまには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。 

  工事期間：平成２７年１１月～平成２８年２月末日 

大井の川橋 his 
大井の川町 
公会所 

雨池ポンプ場 

国道 23 号線 

塩浜

街道 his 通行止 



 

平成２７年国勢調査のお知らせ 

１０月１日は国勢調査の日 

 

ＩＴ推進課 ☎ ３２５－６０１１ FAX３５９－０２８６ 

 

１０月１日、全国一斉に国勢調査が行われます。正確な人口や世帯構成、住宅の状

況など日本の姿を知るため、国内に住む全ての人を対象として５年ごとに実施されて

います。調査結果は、これからの行政を考えていく大切な資料となり、私たちの暮ら

しのさまざまな分野で生かされることになります。 

今回の調査から、従来の紙の調査票での回答のほか、新たにインターネットによる

回答が可能となりました。紙の調査票で回答していただく場合は、封入して調査員に

提出するか、郵送で提出するかを、世帯で選択していただけます。 

●調査の方法 

インターネットによる回答を推進するため、９月上旬に調査員が世帯ごとに「イン

ターネット回答の利用案内」を配布し、インターネット回答を９月２０日まで受け付

けます。その後、インターネット回答がなかった世帯にのみ、９月下旬に紙の調査票

を配布します。 

紙の調査票は、１０月７日までに調査員に提出していただくか、郵送で提出してく

ださい。 

●調査の対象 

  １０月１日現在国内に常住するすべての人（「常住する人」とは、その場所に調査

日現在３か月以上住んでいる人、あるいは調査日前後を通じて３か月以上住むこと

になっている人） 

●調査についてのお問い合わせ先 

  国勢調査コールセンター 設置期間 ８月２４日（月）～１０月３１日（土） 

              受付時間 ８時～２１時 

              （土・日・祝日も利用可） 

              ☎ ０５７０－０７－２０１５ 

              ☎ ０３－４３３０－２０１５（ＩＰ電話専用） 

 詳しくはウェブサイトで 

国勢調査２０１５  検索 

 



 

 

 

 

にぎやかに響きわたるセミの鳴き声が、熱い夏をより深く感じさせてくれています。 

午前中に手作りのプールなどで、水遊びを楽しんだりしていますが、セミ捕りにも力が 

入ってきています。 

猛暑のため室内での休息もとりながら外へ出ていますが、お父さんやお母さんが捕ま

えるのを見て、子どもたちも「捕りたい」と、タモを片手にセミ探しです。 

「鳴いているのはオス？メス？」「おなかのここで鳴くの？」「メスは鳴かないのっ

て！」など、色々な発見をしています。 

一生懸命捕まえたけど、長い年月、土の中にいたセミさん。家に帰る時には友だちと

一緒に「バイバイ～またきてね～」とカゴから放してやり、元気に飛んでいく様子を見

てよろこんでいます。 

 ◎子どもの生活リズムを考え、水遊びは午前中を基本としています。 

＊９/２（水）栄養士相談           １０時～１１時３０分 

＊９/５（土）おとうさんとあそぼう（よかぱぱ）１０時～１１時３０分 

＊９/１４（月）保健師相談          １０時～１１時３０分  

＊９/１５日（火）絵本読み聞かせ    １０時４5 分～１１時３０分 

毎月１０日（とおか）は父（とお）ちゃんの日 ９月は１０日（木） 

   問合せ 塩浜子育て支援センター TEL＆FAX ３４５－７９７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 塩浜子育て支援センター 

です 

 

 塩浜地区の幼稚園や保育園では、みんな（０～５才くらいまで）と楽しく遊ぼうと 

園を開放しています。園のおともだちと楽しく遊びましょう！ 

☆塩浜みどり園 ９／３・１０・１７・２４（木）９時３０分～１１時３０分 

 

☆磯津保育園  ９／４・１１・１８・２５（金）９時３０分～１１時３０分 

☆海山道保育園 ９／３・２４（木）9 時３０分～１１時３０分 
 
 

、 

         

 

 

（塩浜西保育園・塩浜幼稚園） 

 

♪塩浜地区市民センター  10 時 10 分～10時 50分 

♪曙 二丁目       11 時 00 分～11時 30分 

♪磯津公会所       13 時 40 分～14時 10分 

♪小 浜 町       14 時 20 分～15時 00分 

申込みは 

要りません 



１０月からマイナンバーの通知が始まります 

平成 27 年 10 月から、皆様一人ひとりに 12 桁の個人番号（マイナンバー）が通知され、 

平成 28 年１月から社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まります。 

◆今後のスケジュール 

■平成 27 年 10 月～ 

住民票を有する皆様に「通知カード」が郵送されます。通知カードには次の事項が記載されます。 

①氏名②住所③生年月日④性別⑤マイナンバー 

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場

合を除いて、番号は変更されないので、通知カードは大切に保管してください。 

■平成 28 年 1 月～ 

マイナンバーの利用が開始され、「個人番号カード」を希望し申請いただいた人には同カード

が交付されます（通知カードは回収となります）。従来の「住民基本台帳カード（住基カード）」

は発行されなくなります。すでに発行済の住基カードは有効期限の満了まで利用できますが、「個

人番号カード」と併せての所持はできません。「個人番号カード」交付時に住基カードも回収と

なります。 

 

☆住民票の住所地に、１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」

が送付されます。 

 やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、 

 居所情報登録申請をしてください。 

 ☆申請の期間    平成 27 年 8月 24 日～平成 27 年 9 月 25日 

☆申 請 先    住民票がある市町村 

☆申請に必要なもの ①登録する人の本人確認書類 

②居所に居住していることを証明する書類が必要です。 

代理人が申請する場合には、さらに 

③代理人の代理権を証明する書類 

④代理人の本人確認書類も必要となります。 

  ☆申請が必要な人  ①一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている人 

            ②ＤＶ，ストーカー行為、児童虐待等の被害者 

            ③東日本震災による被災者 

            ④その他やむを得ない理由により住所地で受取ができない人 

 ☆申請手続きする人 ①申請が必要な人 

           ②①の法定代理人及び任意代理人 

市内に住民票がある人については、受付は市民課(郵送も可)の他、各地区市民センター等(中

部を除く)の窓口で行います。詳しくは事前にお問い合わせください(郵送は市民課のみで受付

しております)。 

市外に住民票がある人については、該当の市区町村にご確認ください。 

 

   問合せ 市民課 ３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２ 

 



9月 9日は「救急の日」です。 

9月 9日を含む日曜日から土曜日までは「救急医療週間」です 

熱中症の応急手当  落とさなくてもよい命を救うために 

熱中症は１００％予防できる病気です。下記のような症状を理解しましょう 

・適度な休憩と早め早めの水分摂取が予防のカギです。 

・熱中症かなっと思ったら、涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる 

・エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風をあて、体を冷やす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

病院へは必ずしも救急車で行く必要はありません。救急車の適正利用をお願いします。 

しかしこんな時はためらわずに救急車を呼びましょう 

・自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合。 

・意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状を発見された場合 

 

 
四日市市南消防署 救急係  ３４５－０５３０ 

飲めるようであれば

イオン飲料を少しず 

つ頻回に取らせる 

脇の下・太もも

の付根などを

冷やす 

 市内に本社がある建設業者により、現在お住まいの住宅を改修される場合に、 

その費用の一部を助成します。 

◇ 申込み期間  ９月２４日（木）～１０月７日（水） 

（土・日を除く）８時３０分～１７時１５分 

市役所１１階 １１１会議室に申請書など、必要書類をお持ちください。 

◇ 補 助 額  対象となる工事に要した費用の２０％（１,０００円未満   

       切り捨て）で、１０万円まで。 

※申込み多数の場合は抽選となります。 

※この補助事業は今年度限りとなります。その他、詳細については、 

広報よっかいち８月下旬号に掲載しますので、ご確認ください。 

    

問合せ 商業勤労課   354-8175   FAX 354-8307 

 

   


