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１号

小山田地区の職員の異動
◇◆◇

よろしくおねがいします

【小山田小学校】
【西陵中学校】
【小山田地区市民センター】

◇◆◇

教 頭
校 長
地域主任
臨 時

神谷 敦巳
大立目 佳久
野呂 寿美子
森﨑 留美

お世話になりました

【小山田小学校】
【西陵中学校】
【小山田地区市民センター】

教 頭
校 長
地域主任
臨 時
臨 時

◇◆◇
（教育支援課より）
（朝明中学校より）
（川島地区市民センターより）
（四郷地区市民センターより）

◇◆◇

樋口
西浦
森
瀬川
古市

民子
昌宏
祥子
明子
智美

（退職）
（退職）
（八郷地区市民センターへ）
（四郷地区市民センターへ）
（退職）

ゴーヤの苗を育てて、みどりのカーテンを作りませんか？
地球温暖化防止およびCO₂削減意識の向上を目的としています。
ぜひご参加ください。
日
場
定

時：５月２０日（月） １４：００～１５：００
所：小山田地区市民センター ２階 会議室
員：２０名 ＊定員になりしだい締め切らせていただきます。

・ゴーヤの苗を１人
２苗配付します。
・上手に育てて、フォ
トコンテストにもご
参加ください。

小山田地区市民センター窓口または電話にてお申し込みください。
申込受付 ４月１０日（水） １０：００～
小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

申込み
問い合わせ

環境保全課

日 時：５月１５日（水）１０：００～１１：３０
対 象：おおむね６５歳以上の市民の方
会 場：小山田地区市民センター 会議室
持ち物：タオル、水分補給用の飲み物
☆動きやすい服装でお越しください
申

込：不要 参加費：無料

四日市市ヘルスリーダーの会 ・ 健康づくり課

小山田地区では、おうちで子育てしているお子さんと保護者の方の遊び場、
交流の場を民生児童委員とボランティアで開催しています。
日 時：平成３１年５月～平成３２年３月（毎月第２火曜日と毎月１～２回木曜日にフリールーム）
１０：００～１１：３０

昨年度の様子
(出席カード作り）

場 所：小山田地区市民センター
対 象：未就学のお子さんと保護者の方
参加費：年間 ５００円（初回に集めます）
締 切：４月２６日（金）まで （その後も随時募集）
その他：申込みいただいた方には、毎月のお知らせ
『にこにこ』をお届けします

年間の予定です
内

年・月・日（曜日）
２０１９年５月１４日（火）
６月１１日（火）
７月９日（火）

容

フリールーム （木）

出席カード作り＆自己紹介
移動児童館による手形アート

２３日

「育児相談」

６日・２０日

親子で楽しもう

「スイカ割り」

４日

８月 ６日（火）

人形劇

２２日

９月１０日（火）

救命講習

５日・１９日

１０月 ８日（火）

親子ウォーク 施設見学

３日・２４日

１１月１３日（水）

エアロビクスインストラクターによる
「親子ふれあい体操」

７日・２８日

１２月１０日（火）

クリスマス会

５日

新年会 正月の遊び

２３日

「育児相談」

１３日・２０日

３月１０日（火）

「お別れ会」風船ピエロのパフォーマンス

５日

３月２４日（火）

絵本の読み聞かせ会

２０２０年１月１４日（火）
２月４日（火）

＊フリールームの

の日は移動児童館が来る日です。

＊行事内容は変更になる事がありますので、ご了承ください。
申し込み・問い合わせ：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

固定資産税・都市計画税（第１期）の納期限は
５月７日（火）です

市民課からのお知らせです

問い合わせ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

☆戸籍届・住民異動届などの臨時窓口開設（５月１日）について
本年４月２７日から５月６日の間が１０日間の連休になることから、５月１日に住民異動届や戸籍届
などの受付を行う臨時窓口を市民課で開設いたします。
ぜひご利用ください。
●当日の主な取扱い業務
転入・転出届などの手続き、戸籍の届出、印鑑登録の手続き、住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明
書の交付・各種税証明書の交付。（個人番号カードなどを利用した特例転入、住民票の広域交付は
できません。）

日時：５月１日（水）
日時：５月１日（水）８：３０～１７：１５
５月１日（水）８：３０～１７：１５

場所：市役所１階
場所：市役所１階 市民課

○市民窓口サービスセンター
１０連休中も開館します。ただし、一部取り扱いできない業務がありますので、予めお問い合せください
場 所：近鉄四日市駅高架下

時 間：１０：００～１９：００

ＴＥＬ：３５９－６５２１

※１０連休中、地区市民センターの窓口はお休みさせていただきます。（貸館は行っています）

★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
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。受取期限は市役所から送付し
た受取の案内文書に記載されております。受取期限をすぎた場合でも、当分の間は保管して
いますが、早めの受取をお願いします。

★コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されているマルチコピー機
（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得でき
るコンビニ交付サービスが２月１日から始まりました。コンビニで証明書を取得できる便利なサービ
スですので、ぜひご利用ください。
※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードではご利用でき
ませんのでご注意ください。
●サービスを利用できる場所
全国の ・セブン‐イレブン ・ファミリーマート ・ローソン ・ミニストップ ・イオンリテール など
●取得できる証明書
①住民票の写し …２００円 ②印鑑登録証明書 …２００円 ③所得課税証明書 …２００円
④戸籍謄本・抄本 …４５０円 ⑤戸籍の附票の写し…２００円
※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。
※１５歳未満の方はご利用できません。（所得課税証明書を除く）
※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、
改製原戸籍謄本・抄本などは交付できませんので、ご注意ください。
サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

★コンビニ交付サービスの一時停止について
コンビニ交付サービスについて、点検作業のため、下記の日時にサービスを一時停止
させていただき ます。
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。
■サービス停止日時
４月１２日（金）１３：００～２０：００

４月１８日（木）終日

平成３１年度 四日市市地域防犯活動支援事業補助金のお知らせ
地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の
購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象経費：活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
補 助 額：補助対象経費の９／１０以内 （上限１０万円）百円未満の端数は切り捨て
応 募 締 切： 平成３１年５月７日（火）
申 請 方 法：お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出してください
問い合わせ：市民協働安全課 ＴＥＬ：３５４－８１７９

市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ―チャ―の指導の下、
楽しく交流しながら学びませんか。
対象：１６歳（高校１年生）以上の人
場所：国際交流センター
定員：各講座２０～２５人（先着順。６人以下の場合は不開講）
受講料：各講座１３，５００円（全１０回。プリントテキスト代込み）
講座開講期間：平成３１年５月１４日（火）～７月２０日（土）
おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャーほか）・ポルトガル語（入門・初級）・
スペイン語（入門・初級・中級）・ハングル（入門・初級）・中国語（入門・初級）・
ベトナム語（入門・初級）・タイ語（入門・初級）
申込み方法：４月２１日までに受講希望講座名・住所・名前・電話番号・メールアドレス・語学レベル・受講
動機を往復はがきかファックス、メールで、または国際交流センターへ
※詳しくは、四日市国際交流センターのホームページ（https://yokkaichi-shinko.com/yic/）または
各地区市民センターにある募集案内で詳しい内容を必ずご確認の上、お申込みください。
問い合わせ・お申込み：四日市国際交流センター (四日市市諏訪町１－５ 四日市市役所北館５階）
ＴＥＬ：３５３－９９５５ （月曜日・祝日・年末年始休館） ９：００～１７：００
メールアドレス：yic@yokkaichi-shinko.com

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）に
かかる経費の一部を補助します。
対象事業：平成31年7月1日（月）～平成32年3月31日（火）に実施される事業
（※同一申請者(団体)による申請は、年度2回までとします）
応募資格：市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など
補助限度額：活動に直接必要な経費の2分の１（講師料については全額補助）
ただし、補助金額には上限があります
募集スケジュール：5月24日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へ
ご提出ください。申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通
知をお送りいたします。
応募書類：募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。
また、市のホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ：健康福祉課

ＴＥＬ：354-8281

