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おしらせの回覧はお早めに・・・ 

 

◇日 時  10 月 12 日（金）10 時～15 時  

ヘルスプラザ 休養室（和室） 

◇日 時  10 月 19 日（金）10 時～15 時  

塩浜地区市民センター1 階 和室・会議室 

主催：ふれあいサロン「ほっと」＆ふくしサロン 

 会費 
100円 

介護の方法や認知症、介護保険サービス等についての相談や健康相談等、 

気楽に相談できる場としてまちかど保健室を開催します。 

お気軽にお越しください。 

◇日 時  10 月 19 日（金）10 時～12 時 

◇相談員  しおはま在宅介護支援センター 

      ・ソーシャルワーカー 

      ・看護師 

◇会 場  塩浜地区市民センター ２階 ホール 

◇問合せ  社会福祉法人 風薫会 しおはま在宅介護サービスセンター（九鬼・倉田） 

                               TEL 349-6381 

申込不要です 

平成 30 年度 まちかど保健室・元気な中高年のための介護教室 

 

日 時  １０月２８日（日） ９時～１５時 

場 所  塩浜地区市民センター ・ 昭和四日市石油体育館 

   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 27 日（土）14 時から 15 時まで 
◇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 28 日（日）15 時から 16 時まで 
◇場所 塩浜地区市民センター 展示場 

主催 2018 塩浜地区文化祭実行委員会 

 

 

 

◇日 時     10 月 20 日（土）９時開会式（受付 ８時 40 分～） ※ 荒天の場合中止 

◇場 所   三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）グラウンドゴルフ場（あづまや集合） 

◇対 象   中学生以上 

◇定 員   96 名（定員になり次第締切ります） 

◇参加費   １名 100 円（申込み時に徴収します） 

◇申込み   塩浜団体事務局へ 9 月 25 日（火）から 10 月 11 日（木）まで                                          

       ※必ず参加費100円を添えて申込んでください。電話での申込みは出来ません。 

             ※当日参加は受付けませんのでご注意ください。 

         ※キャンセルの場合、返金は致しませんのでご了承ください。 

                （代理の方を出して頂いても結構です） 

       ※飲み物は各自ご持参ください。 

◇問合せ  塩浜団体事務局 TEL 347-0681

 

主催 塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部 

 

100 歳おめでとうございます！ 

中村 喜代治様（磯津南町）が、9 月 20 日に

100 歳のお誕生日を迎えられます。おめでと

うございます。 

先日、市から祝状をお届けしました。これから

も健康にご留意いただき、元気にお過ごしくだ

さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10／5・12・19・26（金）9 時 30 分～11 時 30 分 
     お好きな時間に来ていただいて結構です 

 
問合せ 磯津保育園 TEL 346－1001 

磯津保育園『なかよし会』のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

10 月 24 日（水）e ネット安心講座 10 時～11 時 

「スマホに子守をさせないで」(申し込み制です) 

10 月 27 日（土）よかパパ相談日  ９時 30 分～11 時 30 分 

よかパパ相談員の方たちとあそびます。子育ての悩みなども相談で

きます。詳しくは、後日ご案内します。 

＊電話相談もありますのでご利用ください。TEL 346－2711 

           （駐車の際は住宅に向かって前進で駐車してくださいね） 

 
問合せ 塩浜こども園子育て支援センター TEL 346－2711 

こんにちは 塩浜こども園子育て支援センター『ひまわり』です 

開催日 月～金曜日  ９時～14 時（土日、祝日は休み） 

ランチタイム      11 時 30 分～12 時 30 分 

問合せ 塩浜児童館 TEL 346-7332 9 時 30 分～17 時 30 分 日、月曜日・祝日休館 

 

塩浜児童館よりお知らせです！ 

幼児とその保護者対象行事「あそびの会」に参加しませんか？ 

対象：おおむね２歳から未就園児までの幼児とその保護者 
10 月 5 日（金）、12 日（金）塩浜児童館           各日 

19 日（金）三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ） 10 時 30 分～11 時 30 分 
   26 日（金）塩浜子育て支援センター 
10 月中旬より約２ヶ月間、ホールの改修工事を行います。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
ご了承ください。 

※会員制の活動のため、事前にご連絡ください。お待ちしています。 

「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、是非、みなさまお

誘い合わせの上、お越しください。 

   

 

日 時 10 月 14 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、四日市市文化会館、三浜文化会館、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。 

 

※往復はがきでの申し込みもできます。（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。 

 

詳しくは文化振興課（電話 354－8239）へお問い合わせください。 

 

こんにちは『海山道保育園』です。 

音の出るおもちゃを作って音楽に合わせて身体を動かしてみませんか？ 
園庭開放日 10 月 4 日（木）25 日（木）9 時 30 分～11 時 30 分 

お好きな時間に遊びに来てね♡ 

問合せ 海山道保育園 TEL 345-3608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 日（とおか）は 父（とお）ちゃんの日です。 

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『あっぷっぷ』です 

＊10/10（水）保健師相談 10 時～11 時 30 分（受け付けは 11 時 15 分まで） 
＊10/17（水）絵本の読み聞かせ 10 時 45 分～11 時 15 分  
＊10/31（水）2・3 歳クッキング 10 時～12 時 

（10/1 より支援センターにて受付け） 

バッタ・コオロギ・アキアカネが飛び、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い季節です。親子でいっぱい身体を動かし
て「あっぷっぷ」で遊びましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

平成３０年８月１日(水)より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が

全国のキャラクターの人気を競う「ゆるキャラ®グランプリ２０１８」に出場し、日本

一を目指しています。 

ゆるキャラ®グランプリのホームページから毎日１メールアドレスにつき１票ずつ、

投票ができますので、パソコンや携帯電話から皆様の一票を投じて「こにゅうどうくん」

を応援してください。 

 

投票期間： 平成 30 年 8 月 1 日（水）～11 月 9 日（金） 

公式サイト：http://www.yurugp.jp/index.php  

      （初回のみメールアドレスの登録が必要です） 

 

問合せ：観光交流課 

TEL 354－8286 FAX 354－8315  

MAIL kankou@city.yokkaichi.mie.jp 

ゆるキャラ®グランプリ２０１８ 
投票のお願い 

 

≪自主運行バス磯津高花平線 運行変更のお知らせ≫ 

平素は本市の公共交通行政にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

さて、10 月 1 日から、自主運行バス磯津高花平線の運行を下記のとおり変更いたしま

す。みなさまにご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

磯津高花平線は赤字で、ご利用が少ないと、将来は路線がなくなってしまう可能性もあ

ります。通勤・通学・お出かけの際は磯津高花平線をぜひご利用ください。 

●楠地区へ延伸します！！ 

平日、土日祝日ともに２往復、楠地区へ運行いたします。一号館北楠店、Ａコープくす

店の前にバス停を新設しますので、お買い物の際にはぜひバスをご利用ください。 

問合せ： 
都市計画課公共交通推進室 TEL 354-8095 

●運行本数変更 

平日 運行本数 
変更前  変更後 

13 往復／日 ９往復／日 

土日祝日 運行本数 
変更前  変更後 

13 往復／日 ７往復／日 

 

往路 磯津 北五味塚東 北五味塚 塩浜駅前 医療センター 高花平 

平日 
9:00 9:08 9:10 9:15   

9:40 9:48 9:50 9:55 10:09 10:27 

土日祝日 
9:40 9:48 9:50 9:55   

12:43 12:51 12:53 12:58 13:12  

復路 高花平 医療センター 塩浜駅前 北五味塚 北五味塚東 磯津 

平日 
10:40 10:58 11:11 11:19 11:21 11:27 

 12:10 12:23 12:31 12:33 12:39 

土日祝日 
 12:14 12:30 12:35 12:37 12:43 

  14:30 14:35 14:37 14:43 

 

 
 
市は、第 2 子以降の子を出産した場合に、産後 6 か月までの期間で、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を実施し
ています。このサービスを利用するための「保育無料券」の交付には申請が必要です。 

◆利用できる人  第 2 子以降を出産し、かつ、生まれた子の兄・姉で就学前までの子を
養育している人 

◆申 込 方 法  こども未来課（総合会館３階）、各地区市民センター、市民窓口サービ
スセンター（近鉄四日市駅高架下）にある申請書類を同封の申請用封筒
（切手不要）に入れて、郵送で、または直接、直接こども未来課へ 

◆保育無料券  交付申請をされた人に順次郵送します 
◆利 用 期 限    第 2 子以降の子を出産した月の 6 か月後の月の末日まで 
◆そ の 他    予約・利用方法は、園により異なりますので、事前に各園にお問い合わ 

せください 
 

問合せ：こども未来課（TEL 354-8069 FAX 354-8061） 

「保育無料券」をご存知ですか？ 

 

 

 

 

“元気印”で過ごすための食生活の話や楽しい運動を紹介します。 

食生活については「食生活改善推進員」が、 

運動については「ヘルスリーダー」が担当します。 

 

日にち：10 月 22 日（月曜日） 

時 間：10 時～11 時 30 分        

会 場：塩浜地区市民センター 2 階ホール 

対 象：おおむね６５歳以上の市民 

定 員：３０名程度（申込不要） 

参加料：無料（試食あり） 

持ち物：タオル、お茶、筆記用具 

その他：運動しやすい服装でお越し下さい  

問合せ：健康づくり課 TEL 354－8291 

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内 
 

“いつものおかずにプラス
1 品!!”におすすめの簡単お
かずの試食もあります。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を
行っています。   
平成 31 年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。 
 

●助成対象団体  コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・ 
自主防災組織 

●募集する事業   ①一般コミュニティ助成事業 
  ②コミュニティセンター助成事業 
  ③青少年健全育成助成事業 
  ④地域防災組織育成助成事業 
●書類提出期限  ①②③については、平成 30 年 10 月 1 日（月）までに市民生活課へ 
         ④については、平成 30 年 10 月 4 日（木）までに危機管理室へ 
 

※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。  
   http://www.jichi-sogo.jp/ 

平成 31年度一般財団法人自治総合センターによる 
コミュニティ助成事業の募集 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合
は、市民課へご連絡ください。 
マイナンバーカード（申請した人）には受取期限があります。受取期限が過ぎた場合でも、
当分の間は、マイナンバーカードを保管しておりますが、早めの受け取りをお願いします。 

★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  

外国人住民で、マイナンバーカードの有効期間内に在留期間などの変更手続きを行った場
合、マイナンバーカードの有効期間も更新する必要があります。 
現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間内に、市役所市民課、各地区市民センター（中
部を除く）、市民窓口サービスセンター（平日 10 時～17 時 15 分）窓口で本人がお申し
出ください。申請の際には、在留カードおよびマイナンバーカードをお持ちください。（在
留期間の有効期限が間近の場合、在留期間更新前に手続きすることも可能です。） 

★外国人住民のマイナンバーカードの有効期限について 

本市では平成 31 年 2 月ごろからマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアな
どに設置されているキオスク端末から、住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交
付サービスの開始を予定しています。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要
となります。 

★コンビニ交付サービス始まります 

市民課 TEL 354-8152  FAX 359-0282 

 

～ＤＶする子にも、される子にもしないために～ 

 
アウェア認定  
デートＤＶ防止教育ファシリテーター   
ＤＶ加害者更生プログラムファシリテーター 

★ 日 時  11 月 14 日（水）１４時～１５時３０分（開場１３時３０分） 
★ 場 所  四日市市総合会館 ８階 第４会議室  
★ 定 員  ７０名（10 月２日(火)９時受付開始、定員になり次第〆切）    
★ 参加費  無料 
★ 託 児  あり・先着 10 名程度（無料、６カ月から未就学児） 
       10 月 31 日（水）までにお申し込みください。 

◆問合せ・申し込み◆  男女共同参画センター「はもりあ四日市」  
四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  
TEL 354－8331  FAX 354－8339 
E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク 
 

11月 12日～25日は、 
「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。 

「ステキな恋愛をしてほしい♡」 

平成３０年度  はもりあ四日市ＤＶ防止講演会  

８月定例月議会の議会報告会を開催します。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 
 
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 
※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。 
※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
願います。 

 

問合せ 四日市市議会事務局 議事課 TEL 354－8340 

日 時 
１０月９日（火） 

１８：３０ ～ ２０：４５ 
１０月１０日（水） 

１８：３０ ～ ２０：４５ 

常 任 
委員会 総   務 教育民生 産業生活 都市・環境 

シティ・ 

ミーティン

グテーマ 
○防災全般について 

○教育民生常任委員会の

所管事項全般について 
○多文化共生について ○スポーツについて 

会 場 

楠地区市民ｾﾝﾀｰ 

３階 301 会議室 

三重地区市民ｾﾝﾀｰ 

別館大ホール 

四郷地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 

海蔵地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 

楠町北五味塚 
2060－72 

東坂部町 71－2 室山町 645－1 東阿倉川 622－1 

 

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） 

http://www.jichi-sogo.jp/
mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

