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「社会を明るくする運動」
～ミニ集会のご案内～
おかした罪をつぐない、立ち直ろうとする人たちがいます。
「おかえり」とあたたかい心
でむかえたいと思います。みなさん、どうぞお気軽にお越しください。お待ちしています。
♢日 時
７月１１日（月）１０時～１２時
♢場 所
♢講 師

塩浜地区市民センター ２階ホール
伊藤 恭子さん（元小学校教諭）「リコーダー（立笛）の演奏」
歌ったり、体操したりみんなで楽しみましょう
＊楽な服装でお越しください。申込みは不要です
主催：塩浜地区更生保護女性の会

塩浜地区保護司会

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。
主催：塩浜地区更生保護女性の会 塩浜地区保護司会
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１日（金）１４時１５分～
◇ 場 所
近鉄四日市駅周辺
健康福祉課（３５４－８１０９ ＦＡＸ３５９－０２８８）

清掃活動、ありがとうございました。
６月４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、
塩浜地区市民センター周辺の除草・剪定作業をしていただきました。
～お詫び～
６月上旬号の「民生委員児童委員功労表彰」の記事のお名前に誤りがありました。
正しくは、今村 明義さん（大里町）です。大変申し訳ありませんでした。

◇◇参議院議員通常選挙のお知らせ◇◇
◎投票日
◎投票所

７月１０日（日） ７時～２０時
塩浜第一（塩浜地区市民センター）
塩浜第二（塩浜西保育園）
磯津町集会所
旧三浜小学校投票所は 海山道町公会所に変わります
＊お車でお越しの方は公会所南の臨時駐車場をご利用下さい
＊選挙当日は旧投票所での投票はできませんので、お間違えのないようにお越しください。
＊入場券には投票所が書いてあります。ご自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券
を持って所定の投票所へお出かけください。
＊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。

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇
◎第１期日前投票所 総合会館
投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土）

８時３０分～２０時

◎第２期日前投票所 三重北勢健康増進センター
第３期日前投票所 防災教育センター
第４期日前投票所 中消防署中央分署
投票日 ７月２日（土）～９日（土）８時３０分～２０時
※総合会館と開設期間が異なりますので、ご注意ください。
【問合せ】 四日市市選挙管理委員会事務局

☎３５４－８２６９

～第２子以降のお子様を出産されたかたへ～
「保育無料券」の交付がはじまります
7 月から、第２子以降の出産後 6 か月（経過措置あり）に限り、市内の認可保育所が実施する
一時保育に上のお子さんを２回まで無料で預けることができるサービスが始まります。
このサービスを利用するための「保育無料券」の交付申請を受け付けています。
「保育無料券」の発行には１か月程度かかりますので、早めの手続きをお願いします。
♢申請できる人
♢申請方法

平成 28 年 4 月 1 日以降に産まれた子とその兄・姉で就学前までの子を養育して
いる人（産婦）
出生届出の際に申請書類をお渡ししますので、地区市民センター等の窓口に提出
していただくか、専用封筒（切手不要）でこども未来課へ郵送してください。
＊転入などの場合は、こども未来課へご連絡いただければ申請書類をお送りします。
このサ－ビスを上手に利用してリフレッシュしてくださいね！

問合せ こども未来課

子育て支援係（☎354-8069 FAX354-8061）

四日市市民大学

受講者募集

＜一般クラス＞

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講して
いただける講座です。
今年度は「人生観」「音楽」「人権」「環境」「経済」について五つのコースを開催します。
複数コースの受講も可能です。
詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または
ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。
申込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５階）、各地区市民センターなどにあります。
多くの方のお申し込みをお待ちしています！
申込期間：６月２０日（月）～７月１９日（火）必着
問合せ

文化振興課（３５４－８２３９）

１．募集対象
（１）文化功労者
長年（概ね 20 年以上）にわたり学術、芸術、その他文化の振興に寄与し、その功績が顕著である
個人（60 歳以上）または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または、活動拠点が市内にある個人、団体。
（２）市民文化奨励賞
市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、将来においてさらに期待され
る個人または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがあるかまたは、活動拠点が市内にある個人、団体。
２．候補者の推薦
上記（１）または（２）に該当する個人または団体があるときは、関係機関および関係団体からの
推薦による。候補者の推薦にあたっては、募集要項に従って推薦書および候補者調書を提出。
３．審査方法
（１）、（２）とも書類による審査
４．募集期間
７月１日（金）から７月２９日（金）（消印有効）
問合せ

文化振興課（３５４－８２３９）

～ふれあいサロン「ほっと」開催します～
◇ 日

時

◇ 日

時

７月

８日（金）１０時～１５時
ヘルスプラザ 休養室（和室）
７月１５日（金）１０時～１５時
塩浜地区市民センター ２階ホール
主催：ふれあいサロン「ほっと」

こんにちは

塩浜子育て支援センター
です

梅雨の時期を迎えました。雨上がりの水たまりでのどろんこ遊びや散歩でのカタツムリ探し等、
この時期しかできない経験をたくさん楽しみましょう。また戸外で遊べない時はホールでトランポリン
や滑り台、マット遊びなど身体を思いっきり動かしましょう。
「あっぷっぷ」の飼育コーナーにはかわいいお友だちがいっぱい！カニ・ザリガニ・おたまじゃくし・
かたつむり…親子で小動物の成長を楽しめるといいですね。
「雨で外に出ることが出来ず、親子でストレスがたまってしまって・・」と思ってみえるママ。
お友だちにも声をかけていただき、気軽にあそびに来てくださいね。
毎月１０日（とおか）は父（とお）ちゃんの日です。
※

保健師相談

７月１１日（月）

10 時 30 分～11 時 30 分

※

絵本の読み聞かせ

７月２０日（水）

10 時 45 分～11 時 30 分頃

※

中学生・高校生とのふれあい

７月２２日（金）
７日２８日（木）

問合せ

塩浜子育て支援センター

児童館との共催

ＴＥＬ＆ＦＡＸ

３４５－７９７８

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 ７／７・２１・２８（木）９時３０分～１１時３０分

（塩浜西保育園・塩浜幼稚園） ＊７／１５（金）夏まつりです
♢磯津保育園

７／１・８・１５・２２は夏まつりです・２９（金）
９時３０分～１１時３０分

♢海山道保育園 ７／１６（土）夕涼み会 １７時３０分～
２８（木）9 時３０分～１１時３０分
、
♪塩浜地区市民センター
♪曙 二丁目
♪磯津公会所
♪小 浜 町

10 時 10 分～10 時 50 分
11 時 00 分～11 時 30 分
13 時 40 分～14 時 10 分
14 時 20 分～15 時 00 分

～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13日、15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。

第１部：議会報告会
日

時

常

任

総

委員会

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

平成２８年７月 13 日（水）

平成２８年７月 15 日（金）

１８：３０ ～ ２０：４５

１８：３０ ～ ２０：４５

務

教育民生

産業生活

都市・環境
道路、住宅、上下水道、

所

管

市政の企画、財務、

教育、こども、

商工業、農林水産業、

事

項

危機管理、消防など

健康福祉など

市民文化、市立病院など

四郷地区市民ｾﾝﾀｰ

総合会館

三重地区市民ｾﾝﾀｰ

桜地区市民ｾﾝﾀｰ

２階大会議室

７階第１研修室

別館大ホール

２階大会議室

室山町 645-1

諏訪町 2-2

東坂部町 71-2

桜町 1399

会

場

区画整理、環境衛生
など

※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
※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
問合せ

議会事務局 議会課

広報広聴係

ＴＥＬ

３５４－８３４０ ＦＡＸ

３５４－８３０４

～マイナンバーカードの受け取りについて～
◆マイナンバーカードについて
マイナンバーカードを希望する場合、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」にて
申請することができます。ただし、住所などに変更がある場合、新しい申請書が必要ですのでお問い合わせ
ください。
【マイナンバーカードのメリットの例】
①マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができます。
②e-Tax などの電子申請ができます。
③平成 29 年から、順次マイナポータルが開設され、マイナンバーに関係する行政機関の間での自分の個人
情報のやりとりが、自宅のパソコンから確認できます。
◆マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードを希望し申請された場合、作成されたカードと「交付通知書」が住民票のある自治体
に順次届きます。その後、受け取りについての案内文書と交付通知書を、本人宛（転送不要）に送付します。
案内文書が届きましたら、事前に受け取り日時を市民課へ予約していただきます。
なお、マイナンバーカードの申請が大変混み合っており、カードの交付準備が整うまでにしばらく時間を
要しますので、あらかじめご了承ください。
問合せ

市民課

ＴＥＬ３５４－８１５２

ＦＡＸ３５９－０２８２

