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表彰おめでとうございます 

 １１月５日（木）平成２７年度四日市市自治会長大会において、永年の地域活動に尽力

された功績により、次の方々が表彰されました。 

 

         永年勤続自治会長表彰 

     斎藤 宗男さん（中里町） 勤続２０年 

     今村 勝昭さん（川合町） 勤続１0 年 

     岡田 清司さん（磯津西町）勤続 ５年 

     森  幸次さん（磯津南町）勤続 ５年 

 

 

 
１１月６日（金）第４７回 平成２７年度四日市市社会福祉大会において、永年の 

 地域福祉向上に尽力された功績により、下記の方々が表彰されました。  

 

  会長表彰 

     林 美保さん（海山道保育園園長） 

 

         会長感謝 

     阿野田 浅克さん（浜旭住宅） 

     田 中 正男さん（小浜町） 

                  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃活動ありがとうございました 

１１月７日（土）四日市市シルバー人材センター会員である塩浜地区班の

みなさんに、センター周辺の除草、剪定作業をしていただきました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちの身の回りには、さまざまな人権問題が存在しております。 

 明るい社会を作るために、ぜひ人権について考えてみましょう。多くの方々の参加をお

待ちしています。 

◇ 日 時  １２月１２日（土）１０時～１１時 30 分 

◇ 場 所  ２階集団学習室（スリッパ持参） 

◇ 内 容  人権コンサート 

       テーマ「笛とともに～心の温もりを伝えたい」 

       講  師 坂井 孝之さん 

プロフィール・・・ 

昭和２１年東京生まれ。滋賀県野洲市在住、２歳の時に失明。 

３歳より横浜訓盲学院で学ぶ。高校２年生の時フルートと出会い、新井力夫氏に師事。

昭和４５年、全国盲学生音楽コンクールにて優勝。 

フルートの他、リコーダー、オカリーナ、ケーナ、篠笛を演奏。 

「笛吹きのおじさん」として学校、病院、公民館など種々の集まりで 

お話と笛の演奏活動を行う。 

２００４年ＮＨＫ教育ＴＶ「きらっと生きる」 

２０１０年ＮＨＫ－ＢＳ２「あなたの街で夢コンサート」に出演。 

共催：塩浜地区社会福祉協議会 人権部 

        塩浜中学校ＰＴＡ 

        塩浜地区市民センター 

塩浜地区まちづくり構想策定委員会（※１）では、塩浜地区の将来像をみんなで考え、豊かで

さわやかなまち、心のふれあうまちづくりを進めるため、今年度から議論を始めています。 

  今後、月に１回程度の学習会や会議の機会を持ち「しおはま」がみなさんにとって住み 

続けたくなるまちになるよう、これから約２年間をかけて塩浜地区まちづくり構想（※２） 

 をまとめたいと考えています。 

    １２月の会議の予定 

◇ 日 時  １２月２１日（月）１９時から 

◇ 場 所  塩浜地区市民センター ２階ホール 

◇ 内 容  都市計画マスタープラン、地域包括ケアシステムについて（予定） 

◇ 問合せ  塩浜団体事務局 ＴＥＬ３４７－０６８１ 

    ※１ 塩浜地区の地域関係団体や企業等の代表者から成り、市と協働してまちづくり 

       構想策定に向けて取り組む組織 

    ※２ 地域が市に提案するまちづくりの将来像。市がつくる都市計画の基になる 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気軽に楽しめる 新しいウォーキング！  

ノルディック・ウォーキングのご案内 
２本のポールで消費カロリー２０％アップのウォーキング  

運動が苦手、最近体型が気になるあなた！歩くならより健康的に！歩いて伸ばそう健康寿命！ 

是非このチャンスを逃さないで！ 

 

 

 

 

 

 

♢日  時  １２月６日（日）受付 ８時３０分～ 

♢会  場   南部丘陵公園 

♢集合場所  南部丘陵公園・公園茶屋側入り口周辺 

♢持 ち 物  飲み物、タオル、リュックサック（貴重品は各自で管理） 

       ＊雨天の場合は内部東小学校体育館で講習会を実施しますので 

        体育館シューズを必ずお持ちください。 

♢講 師   渡辺 勝幸さん（全日本ノルディック・ウォーク連盟公認指導員） 

♢参 加 費   無料 

♢申 込 み   塩浜団体事務局 ＴＥＬ３４７－０６８１ 

♢締 切 り  １１月２７日（金） 

       共催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部 

          四日市市スポーツ推進委員協議会 

          南部ブロック（内部・日永・楠・河原田・塩浜地区） 

 

 

終了後、豚汁・おにぎり

があります。 

 

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過ごしてみませんか。 

20 歳以上 65 歳くらいまでの、子どもが好きな人であれば指導員登録ができます。 

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、ボランティアなど）も募集しています。 

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。 

登録を希望する人を対象に下記の要領で指導員登録説明会を開催いたしますので、 

ふるってご参加ください。 

年度ごとの登録になりますので、平成 26 年度に登録をされた人も改めて登録をして

ください。 

＜指導員登録説明会＞ 

◇日 時  １２月１９日（土）18 時～ 

◇場 所  四日市市文化会館 第 4 ホール 

◇申込み  １２月１６日（水）までに、住所、名前、電話番号 

（あればＦＡＸ、Ｅメールアドレス）をこども未来課まで 

ＴＥＬ３５４－８０６９ ＦＡＸ３５４－８０６１ 

Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 



 

 

 

あっぷっぷも収穫の時期を迎え、柿やさつまいもがたくさん収穫できました。 

収穫した大小のおいも、まずは蒸しいもにしていただきました。焼きいもにして食べる日も 

楽しみにしています。 

 いもだけではなく、茎はスジを取って「きんぴら」に。 

ツルはくるくる巻いてリース作りをしました。 

春野菜の種まきもしました。水やりをしながら大きくなるのを楽しみに待ちます。 

一人でも、お友達とでも気軽に来てみてくださいね。 

寒い季節がやってきますが、この季節でしか味わえない楽しみを見つけて元気にあっぷっぷ 

で過ごしていってください。 

 

 

＊１２／１２（土） よかパパ相談（お父さんとあそぼう）９時３０分～１１時３０分 

＊１２／１４（月） 保健師相談日   １０時３０分～ 

＊１２／１５（火） 絵本読み聞かせ  １０時４５分～ 

♢いずれも申込み不要です。 

♢年末は１２／２８（月）まで、年始は１／４（月）からです。 

 

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 １２／３・１０・１７（木）＊２５（金）クリスマス会（予約要） 

９時３０分～１１時３０分 

♢磯津保育園  １２／４・１８（金）１０・２４（木）９時３０分～１１時３０分 

♢海山道保育園 １２／３・１７（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 

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


マイナンバーの通知が開始されました  

 市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２  ＦＡＸ３５９－０２８２ 

◆通知カードのお受取りができなかった場合 

留守等でお受取りされなかった通知カードは、一定期間市役所で保管されます。 

■返戻された通知カードのお受取り 

市役所に返戻された通知カードのお受取りには、以下の書類が必要です。 

●本人または同世帯の人の場合  来庁者の本人確認書類 

●法定代理人の場合 ①通知カードの持ち主の本人確認書類②法定代理人であることの証明

（戸籍謄本等）③法定代理人の本人確認書類 

●任意代理人の場合  ①通知カードの持ち主の本人確認書類②委任状③任意代理人の本人確認書類 

◆個人番号カードの申請について 

個人番号カードの交付を希望される場合には、通知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付申請

書」に必要事項を記入の上、顔写真を貼付し、返信用封筒に入れて郵送してください。申請はスマートフォ

ンやパソコンからでも可能です。 

※送付された申請書の氏名・住所等に変更がある場合、申請書は使用することができませんので、市役所、

地区市民センター、市民窓口サービスセンターまでお越しいただきますようお願いします。 

■住民基本台帳カードをお持ちの場合 

平成 28 年 1 月から個人番号カードの交付が始まるため、住民基本台帳カードの発行は平成 27 年 12 月

28 日で終了します。電子証明書の更新は平成 27 年 12 月 22 日までです。 

◆個人番号カードの交付方法 

個人番号カードを申請された場合、平成 28 年 1 月以降順次「交付通知書」が住民票のある自治体に届

きます。四日市市の場合、交付通知書に交付案内の文書を同封して、本人宛（転送不要）にお送りします。

交付案内に記載された期間内に、本人が次のものをお持ちいただいて市役所へ個人番号カードを受け取りに

来てください。 

①交付通知書②本人確認書類（運転免許証等）③通知カード④住民基本台帳カード（ある人のみ） 

※③、④は窓口で回収となります。※受け取りの際に、窓口で暗証番号を設定していただきます。 

◆センターでお取扱い可能なお手続きが増えました 

地区市民センター及び市民窓口サービスセンターにて、以下のお手続きができるようになります。 

①他市町村の住民票の交付（１１月～）※平日 8:30～17:00 まで 

②住基カードを利用した転入・転出（１２月～）※28 年 1 月以降は個人番号カードでも可 

◆マイナンバー総合フリーダイヤルが新たに開設されました 

０１２０―９５―０１７８（無料）平日 ９時３０分～２２時  土日祝 ９時３０分～１７時３０分 

※年末年始（12 月 29日～1 月 3 日）を除く 

 

◆マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意を◆ 

マイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」

「あなたの名前やナンバーを貸してほしい」などという不審な電話やメールなどに十分注意してく

ださい。 

 マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、また、来訪の申し出があっても断るよう

にしてください。 



◇日 時 １２月８日（火）1０時～１１時３０分 

◇会 場 本町プラザ２階 第２会議室 

◇内 容 ・求人情報の検索方法やポイント注意点等の説明 

     ・応募書類の作成方法 

     ・面接時によく聞かれる質問や答え方についてのグループ討議 

◇対 象 子育て中の方や、ひとり親家庭の母等で早期再就職を考えている方 

◇定 員 ２０人（先着順）  

◇料 金 無料 

◇託 児 あり・・・無料ですが要事前予約（６カ月～未就学児・先着順５名まで） 

◇申込み ハローワーク四日市、マザーズコーナー四日市の窓口に直接お申込みいただくか、電話

またはＦＡＸでお申込みください。申込用紙は「はもりあ四日市」にも置いてあります。 

◇問合せ ハローワーク四日市       ＴＥＬ３５３－５５６７・ＦＡＸ：３５３－７７４４ 

     マザーズコーナー四日市   ＴＥＬ３５９－１７１０・ＦＡＸ：３５５－６７３６ 
 

主 催 ハローワーク四日市、マザーズコーナー四日市   

共 催 四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募書類ど

う書くの？ 

面接どう

答えるの？ 

１０月１８日（日）四日市市文化会館で開催されました「第４回全国ファミリー 

音楽コンクール in よっかいち」の様子がケーブルテレビで放送されます。 

 「家族」と「絆」をテーマに全国から６３組の応募があった中から、予選を勝ち 

抜いた１５家族の個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。 

  

 第４回ファミリー音楽コンクール in よっかいち 

  放送日時   １２月５日（土） １４時～１８時 

         １２月６日（日） １７時～２１時 

          ＊ただし、放送日が変更となる場合があります。 

  放送チャンネル 地上デジタル１１ＣＨ 

       問合せ 文化振興課 ＴＥＬ３５４－８２３９ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩浜地区市民センター１階和室の改修工事が始まりました 

センター１階和室のバリアフリー化工事のため、平成２８年２月末まで和室を使用する 

ことができません。また、駐車場の一部が使用できなくなるなど、みなさまにはご迷惑を 

おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

             工事期間：平成２８年２月末日まで 


