
  

H 2７．９．２０号 

◇ 日 時   １0 月３１日（土） ９時～ ※ 雨天の場合 １１月４日（水） 

                  受付 ８時４５分～ 
 
◇ 場 所   ヘルスプラザグラウンドゴルフ場 
 
◇ 対 象   大人のみ 
 
◇ 定 員   ９６名（定員になり次第締切ります） 
 
◇ 申込み   １０月１日（木）から塩浜団体事務局へ（TEL３４７－０６８１）                                          
 
    ※ 申込み後のキャンセルは必ず３日前までに連絡してください。 

    ※ 飲み物は各自持参してください。 

 

主催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部 

 ◇日 時 １０月２４日（土）９時～１２時（小雨決行） 

 ◇集 合 塩浜地区市民センター 

◇対 象 塩浜地区にお住まいのみなさま（定員２５名程度） 

 ◇内 容 磯津漁港をはじめ、海山道町、馳出町、七つ屋町のなどの名所を歩いて 

      めぐります。(一部の区間は貸切バスで移動します) 

 ◇参加料 無料 

 ◇申込み １０月１９日（月）までに塩浜地区市民センターへ 

      電話またはＦＡＸで、住所、名前、連絡先をお伝えください 

      ＊定員になり次第締切ります 

◎平成２８年１月～２月頃には別コースの第２回ツアーを開催予定です 

申込み・問合せ 塩浜地区市民センター 

        ＴＥＬ３４５－２４０３ ＦＡＸ３４９－００４５ 

       主催：塩浜地区市民センター  塩浜まちづくり協議会 

～臨時休業のお知らせ～ 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）はシステム調整のため、臨時休業

いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。            

         １０月３日（土）・１０月４日（日）終日 

 問合せ 市民課           TEL３５４－８１５２ 

     市民窓口サービスセンター TEL３５９－６５２１ 

 



 

 

１０月３日（土） １０時３０分～15時  雨天決行（一部変更有） 

塩浜地区市民センター  こどもも おとなも 楽しもう！ 

 

 

  

オープニング１０時３０分～ 

塩浜みどり園 園児による演技 

塩浜音頭愛好会による塩浜音頭 

防災コーナー 

ぬりえ、折り紙  

水消火器体験 

食べものコーナー 

１１時３０分～ 

《完売次第終了》 

 

カレーライス １００円 《３００食限定》 

 あられ・かき氷 

 ポップコーン・綿菓子   

 

遊びコーナー 

折り紙・手芸 

竹細工（竹箸・竹とんぼ・竹ぽっくりなど） 

昔の遊び（こま回し・なわとび） 

 

無料 

獅子舞 １２時～ 

郷土芸能 川合町獅子愛好会 

移動児童館 

人形劇 １１時～ 

遊びコーナー 

 

 

 

 

ビンゴゲーム  

１４時～１４時３０分 

 

福祉コーナー 

骨密度・握力・血圧測定 

健康相談・育児相談 

健康体操 

福祉の店（販売コーナー） 

 

駐車場は昭和四日市石油駐車場をご利用ください 

主 催 塩浜地区市民センター・塩浜地区民生委員児童委員協議会 

協 賛 塩浜まちづくり協議会  

協 力 塩浜地区連合自治会・四日市市南消防署・四日市市消防団塩浜分団・福祉の店 

    四日市市立塩浜児童館・塩浜地区青少年健全育成委員会・塩浜中学校区子供育成会連合会 

    四日市市南地域包括支援センター・塩浜学童保育所保護者会・地域ボランティア 

    塩浜みどり園・四日市市立塩浜子育て支援センター・四日市市社会福祉協議会 

    川合町獅子愛好会・ユマニテク医療福祉大学校・しおはま在宅介護サービスセンター 

塩浜女性の会・塩浜音頭愛好会 

問合せ 塩浜地区民生委員児童委員協議会 ＴＥＬ３４７－０６８１（塩浜団体事務局内） 

                        

                  

絵本の読み聞かせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
 ８月定例月議会の議会報告会を、10月８日、９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。 

    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 27 年 10 月８日（木） 平成 27 年 10 月９日（金） 

１８：３０ ～ ２０：４５ １８：３０ ～ ２０：４５ 

常 任 
総  務 教育民生 産業生活 都市・環境 

委員会 

ｼﾃｨ･ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

のﾃｰﾏ 

防災対策について 
スポーツ施設整備 

について 

四日市市の産業振

興について 

ごみ・リサイクル等 

について 

会 場 

常磐地区市民ｾﾝﾀｰ 日永地区市民ｾﾝﾀｰ 総合会館 富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 ２階大会議室 ７階第１研修室 ２階大会議室 

城西町８－11 日永西三丁目２－18 諏訪町２－２ 富州原町 31－46 

※産業生活常任委員会（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 

※全会場、手話通訳いたします 

※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 

問合せ 議会事務局 議事課 広報広聴係  

        TEL ３５４－８３４０  FAX ３５４－８３０４ 

 

 

日 時  １０月２５日（日） ９時～１４時 

場 所  塩浜地区市民センター 

   ご家族、ご近所お誘い合わせてお越しください 

 

             作品の搬入・搬出について 

搬入  ◇ 日 時 １０月２４日（土）1４時３０分から 15 時 30 分まで 

◇ 場 所 塩浜地区市民センター 駐車場テント内 

 

搬出  ◇ 日 時 １０月２５日（日）１４時～１５時まで 

◇ 場 所 塩浜地区市民センター 展示場 

 

      主催 塩浜文化祭２０１５実行委員会 

      協賛 まちづくり協議会 塩浜商工振興会 

 

    

 

 



 

 

 

 

 今年の夏は例年になく暑かったですが、いつの間にかバッタやアキアカネが飛び交う季節 

になり、吹く風に秋の心地よさを感じるようになりました。 

室内より外での遊びが気持ちよく楽しい季節です。 

砂場でお父さんやお母さんと一緒にトンネルを作ったり、友だちと一緒にあそびを工夫し 

ながら楽しむ姿が見られるようになってきています。仲間意識が芽生え、小さい子も一緒に 

遊びが広がっていくといいですね。子どもにも大人にも沢山の仲間ができ、一緒に子育てを 

楽しむことができる子育て支援センターです。 

 

 

＊１０／７（水）０・１歳児おんぶクッキング・・・直接、子育て支援センターにて申込み要 

                        定員になり次第受付終了になります 

＊１０／１９（月）保健師相談・・・・・・・１０時３０分～１１時３０分 

＊１０／２０（火）絵本よみきかせ・・・・・１０時４５分～ 

＊１０／２２（木）むすび座人形劇（０～２歳児向け）・・・受付期間１０／１～ 

         直接、子育て支援センターにて申込み要、定員になり次第受付終了になります 

      

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 

（塩浜西保育園・塩浜幼稚園） 

 

 

 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 １０／１・１５・２２・２９（木）９時３０分～１１時３０分 

 

♢磯津保育園  １０／２・９・１６・２３・３０（金）９時３０分～１１時３０分 

♢海山道保育園 １０／８・１５（木）9 時３０分～１１時３０分 
 

 

、 

         

 

 

毎月１０日（とおか）は父（とお）ちゃんの日です。 

http://www.fumira.jp/cut/gakkou/index3.htm
http://www.fumira.jp/cut/gakkou/index2.htm


１０月からマイナンバーの通知が始まります 

 

10 月から、通知カードが順次送付されます。    ・通知カード＋個人番号カード交付 

◆通知カードとは、住民の一人ひとりに        申請書（世帯人数分） 

 個人番号を通知するものです           ※通知カードと申請書が一体となって 

通知カードは原則住民票の住所に          おります。 

 簡易書留（世帯主宛）で届きます。         ・案内文書 

                          ・個人番号カード交付申請書の送付用 

 今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、     封筒（1 通につき 1 部） 

 住所の変更をお願いします。 

※通知カードは転送不要で送られます。 

※来年 1 月以降の各種申請に個人番号が必要とな 

 りますので 

通知カードはなくさないよう大切に          

 保管してください。    

              

       （表）  

       

                       

      

 

 

        

 

 

 

 

        （裏） 

   

 

 

 

 

 

 

 

▲通知カード（イメージ図）       

 

問合せ 市民課 TEL３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２    

◆送付物の内容 

◆個人番号カードとは、住民基本台帳 

カードに替わるカードです 

 
個人番号カードは、希望し申請をされた 

人のみ交付されます。個人番号カードの 

交付を希望される場合には、個人番号カード 

交付申請書の郵送の他、スマートフォンや  

ウェブ等での申請が可能です。また、個人番号 

カード用の顔写真の添付が必要になります。 

（詳しくは申請書で確認してください。） 

 
◆マイナンバー制度のお問い合わせ 

国がコールセンターを開設しています（有料） 

【日本語窓口】 

０５７０－２０－０１７８ 

（全国共通ナビダイヤル） 

【外国語対応（英語・中国語・韓国語・ 

スペイン語・ポルトガル語）】 

０５７０－２０－０２９１ 

（全国共通ナビダイヤル） 

※受付時間は、平日 9 時 30 分～17 時 30 分 

（土日祝・年末年始を除く）です。 

※ナビダイヤルは通話料がかかります。 

※一部 IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない 

場合は、０５０－３８１６－９４０５におかけ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 



第４回全国ファミリー音楽コンクール inよっかいち 観覧者募集！ 

「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。 

 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に、ぜひ、みなさまお

誘い合わせの上、お越しください。 

 

◇日 時 10 月 18 日（日）13 時開演（12 時 20 分開場）  

◇場 所 四日市市文化会館第１ホール 

◇入場料 無料（入場整理券が必要です。） 

 

 ＊入場整理券を９月２４日（木）から配布します。（お一人につき４枚まで） 

 ＊配布場所は、文化振興課、文化会館、あさけプラザ、各地区市民センター、男女共同参画 

センターです。 

 ＊往復はがきでの申込みもできます。（はがき１枚につき４人まで） 

  １０月５日（必着）までに「往復はがき」の往信用裏面に、音楽コンクール入場整理券希望と 

  明記し、（１）郵便番号（２）住所（３）名前（グループの場合は代表者名）（４）電話番号 

  （５）希望枚数（はがき１枚につき４人まで）を記入のうえ、 

〒５１０－８６０１ 四日市市 文化振興課 までお送りください。 

なお、申し込み期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）をお出しでき

ない場合がありますのでご了承ください。 

問合せ 文化振興課  TEL３５４－８２３９ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 三重県青少年健全育成条例改正（７月１日施行） 

 フィルタリングは、インターネット上の有害な情報・サイトから、子どもを守る重

要な手立てです。ケータイやスマートフォンに絡んで子どもたちが被害にあうケース

も多く報告されています。お子さんを被害から守るために、お子さんのケータイやス

マートフォンにはぜひフィルタリングを設定してください。 

なお、三重県青少年健全育成条例の改正により、フィルタリングの設定が保護者の

義務（特例有）として定められました。 

 

問合せ こども未来課青少年育成室  TEL３５４－８２４７ 

 

 

 

みんなを守る 早めのライトと反射材 

９月２１日（月）～９月３０日（水） 



◇開催日 ： １０月１９日（月） １３時から１６時まで 

  ◇開催場所： 四日市市諏訪町２番２号 四日市市総合会館７階第二研修室 

 

◇主 催 ：暴力追放三重県民センター         

◇協  力  ：暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内）        

◇問合せ ：暴力追放三重県民センター   ０１２０－３１－８９３０ 

三重県警察本部組織犯罪対策課  ＴＥＬ２２２－０１１０ 

           四日市南警察署         ＴＥＬ３５５－０１１０ 

      

 

万が一の災害に備えて飲料水の備蓄を！ 

期間・数量限定で「泗水の里」を自宅まで無料配送します 

 

       「民事介入暴力巡回無料法律相談」の開催について 

 暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴力巡回無料法律相談」が開催されます。 

 暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的に相談を取り扱うセンター

相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。 

 相談は無料で、秘密は厳守致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市のおいしい天然水「泗水の里」を期間・数量限定で自宅まで無料配送します（市内に限る）。

通常は上下水道局窓口での受け取り、または送料着払いとなっておりますので、この機会に災害に

備えた飲料水の備蓄をご検討ください。 

■申込方法 

１０月１日～３０日に、名前、住所、電話番号、購入希望数を、電話かファクス、E メールで、

上下水道局総務課へ 

■販売数量 

５００箱、1 世帯につき１０箱まで。期間中でも予定数量になり次第終了します 

■料金 

1 箱 1,800 円（５００㎖ペットボトル２４本入、賞味期限２０１７年７月） 

■その他 

納付書（申込後郵送）でお支払いの後、配送します。配送は平日 9 時～17 時と 

なります。 

1 箱につき試飲用の泗水の里を 1 本差し上げます。また賞味期限を記載したこにゅうどうくん

のシール（2 枚 1 組）をお渡ししますので、購入していただいた箱に貼ってご活用ください。 

 

 問合せ 上下水道局総務課 TEL３５４－８３５０ FAX３５４－８２４９ 

              E メール suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp 

mailto:suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp


父と子のさんかくカレッジ２０１５  第１弾 

        

 

 

  

☆日 時  １０月３１日（土）９時３０分～１２時 

  ☆内 容  ＬＥＤランプのしくみを学びながら手作りの行灯を作ります。 

工作の前には男女共同参画についてちょこっとお勉強。 

  ☆場 所  本町プラザ１階 ホール 

  ☆対 象  市内在住の年中から小学６年生までのお子さんとお父さん    

  ☆定 員  ２０組（応募多数の場合は抽選） 

             １０月９日（金）締切り 必着 

       ☆持ち物  はさみ 

  ☆参加費  子ども一人につき５００円(当日集めます)   

       ☆講 師  パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★託 児：あり（無料、生後６カ月から小学校３年生程度、１０人程度、要申込み） 

★申込み：往復ハガキで子どもの住所・名前（ふりがな）・年齢・電話番号・一緒に参加する保護者名、 

託児希望の場合は、預ける子の名前と年齢を、記入のうえお申し込みください。     

〒５１０－００９３ 四日市市本町９－８ 「はもりあ四日市」まで    

★問合せ：「はもりあ四日市」 TEL ３５４－８３３１  FAX ３５４－８３３９ 

E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

 

  
「市長と話そう」参加者募集! 

「観光・シティプロモーション」について、市長に直接、あなたの思いを話してみませんか。  

魅力あるまち“よっかいち”を目指して「観光・シティプロモーション」をテーマにしました。

市民の皆さんの自由な発想から生まれたアイデアをお待ちしています！！ 

◇対 象：市内に在住、または通勤、通学する、上記テーマについて建設的な提案をし

ていただける人   

◇日 時：１１月２６日（木）1５時～１６時３０分 

◇場 所：場所：市役所７階 部長会議室 

          ◇定 員：5 人（応募多数の場合は抽選） 

      ◇申込み：10 月 19 日（必着）までに、所定の応募用紙を、 

               郵送、ファクス、または E メールで広報広聴課へ  

    問合せ：広報広聴課 TEL３５４－８２４４  ＦＡＸ３５４－３９７４ 

         E メール kouhoukouchou@city.yokkaichi.mie.jp) 


