令和元年１２月２０日
１８号

小山田地区市民センター
ＴＥＬ：３２８－１００１
ホームページアドレス
http://oyamada3320.sakura.ne.jp

１１月２０日（水）名張市アドバンスコープADSホールにおいて、三重県更生保護大会が開催され、
更生保護女性会員の戸田たづ子さん（内山町）に津保護観察所長感謝状が授与されました。
長年にわたる地域の更生保護活動へのご尽力に対して深く感謝申し上げます。

対 象 者 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方
（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。）
（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、下記まで ご連絡ください。）
開催時間 開場１２：００ 開演１３：００ （式典は１時間程度を予定）
そ の 他 ・入場受付は行いません。
・成人式の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないで
ください。
・障害のある方など介助、付き添いを希望される方は保護者（介助人）と一緒に入場して
いただけますので、当日スタッフにお申し出ください。
・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

◆令和４年度以降の四日市市の成人式について◆
民法改正により、令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられますが、四日市市におい
ては「（仮称）２０歳（はたち）を祝う会」の名称で、これまでどおり当該年度に２０歳を迎える市民等を対象に、成
人の日前後に行うこととします。
１８歳で成人式を行うのは、大学等の受験や就職活動、あるいは４月からの生活に向けた準備
などがあるため、これまでどおり２０歳を大切な節目として行いたいと考えます。
◇問い合わせ ： こども未来課 青少年育成室

ＴＥＬ ３５４－８２４７

JA小山田支店
１月 １６日（木）
鹿間町自治会広場

１０：１０～１０：４０
１０：５０～１１：２０

休業中の戸籍関係事務 は
下記にお問い合わせください
場

所

小山田地区市民センター
〈窓口業務〉

小山田地区団体事務局
市民窓口サービスセンター

休

業

日

・死亡届、出生届、婚姻届、離婚届
などの受付

１２月２８日（土）
～１月５日（日）

・埋火葬許可証の交付
市役所 地下１階宿直室
ＴＥＬ：３５４－８２６２
ＦＡＸ：３５４－８３１１

１２月２９日（日）
～１月３日（金）

各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。
今回は、三重県立四日市商業高等学校ギター・マンドリン部の皆さんによる特別演奏もあります。
当地区からは「フラ スタジオ マーリエ アロハ」の皆さんが１４時１５分ごろから出演します。
皆さん、ぜひ会場へ応援に行きましょう。
○日 時：令和２年１月１８日（土） 第Ⅰ部１０：００～１３：１５、第Ⅱ部１４：００～１６：５５
（時間は変更になる可能性があります）
○会 場：文化会館 第２ホール

○入場料：無料（入退場自由）

問い合わせ：文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

FAX ３５４－４８７３

民生委員・児童委員及び主任児童委員のご紹介
民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選が行われ、１２月１日付けで、次の１１人の
方々が３年間の任期で委嘱されました。福祉の身近な相談役として、福祉サービスの紹介や、
高齢者・障がい者・子育て中の保護者・生活に困っている方などからの相談を関係機関と連携し
て対応し、皆さまのお力になっていただきます。お気軽にご相談ください。
（敬称略）

担当地区
山田町西
山田町東
西山町・美里町
小山町
内山町

氏
伊藤
矢田
伊藤
中条
矢田

名
卓
宏子
久子
實昭
俊巳

担当地区
六名町
堂ケ山町
鹿間町
和無田町

氏 名
椎名 茂則
若山 正雄
岸本 久義
辻 土至雄

主任児童委員 矢田 栄子 相馬 徳子
勇退されました、民生委員・児童委員、主任児童委員は次の方です。
中田 喜幸さん（民生委員・児童委員 和無田町担当）
黒田 美枝さん（主任児童委員）

『家屋を取り壊したときはご連絡ください』
家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため
資産税課家屋係までご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。
問い合わせ：資産税課家屋係 ＴＥＬ ３５４－８１３５

ＦＡＸ ３５４－８３０９

『高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください』
令和３年度から適用される第八次介護保険事業計画・第九次高齢者福祉計画に皆様のご意見を反
映するため、市内在住の４０歳以上の人のうち、無作為抽出で４，５００人にアンケートをお送りしてい
ます。
アンケートが届いた方は、返信用封筒にて１月１５日までにご回答ください。
より良い介護保険・高齢者福祉行政のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
問い合わせ：介護保険課 管理・保険料係

ＴＥＬ ３５４－８４２５

ＦＡＸ ３５４－８２８０

【 主なイベント日時・内容 】
日

時

内

容

そ

の

他

１月４日（土）

１０：３０～１２：００

凧作り

対 象：どなたでも
定 員：先着２０名
※当日９時から整理券配布

１月６日（月）

１３：３０～１５：３０
＜随 時＞

かきぞめ

対 象：小学生～高校生
持ち物：書道用具一式、汚れてもよい服装

１月１２日（日）

１４：００～１４：３０

えほんのひろば

対 象：どなたでも

１月１６日（木）

１０：００～１１：３０
＜随 時＞

なかよし広場

対 象：子育て中の保護者どなたでも
協 力：生活協同組合コープみえ

料金：無料 事前申込：不要 ※詳細はホームページをご確認ください。HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
問い合わせ：こども子育て交流プラザ（東新町２６－３２ 橋北交流会館４階）ＴＥＬ３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６
※年末年始休館日 １２月２９日（日）～１月３日（金）

【 児童書 】
・ライフタイム：いきものたちの一生と数字／ローラ・M・シェーファー
・おなじ月をみて／ジミー・リャオ
・おおかみのおなかのなかで／ジョン・クラッセン
・キツネと星／コラリー・ビックフォード・スミス
・ママが１０人／天野 慶
・スムート／ミシェル・クエヴァス

【一般図書】
・親が喜ぶ作りおきごはん／今泉 久美
・ひとり老後、賢く楽しむ／岸本 葉子
・走って、悩んで、見つけたこと／大迫 傑 ・小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て／高橋 孝雄
・メシが食える大人になる！よのなかルールブック／高濱 正伸

・メシが食える大人になる！よのなかルールブック／高濱 正伸

活動期間 ①リハーサル大会
令和２年５月から令和２年１０月までの間
②三重とこわか国体・三重とこわか大会
令和３年９月から令和３年１０月までの間
対象

平成２１年４月１日以前生まれで下記のいずれかに該当するもの
①原則、四日市市に在住または通学・通勤している方
②四日市市に活動の拠点を有する団体

※その他応募方法などの詳細は、地区市民センター窓口にある 「ボランティア募集チラシ」または
ホームページをご覧ください。
四日市市 国体

検索

問い合わせ：国体推進課 TEL ３５４－８４６２

募集内容：地域マネージャー（会計年度任用職員（フルタイム））
募集人数：１２人程度
職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任
期：令和２年４月１日から令和３年３月３１日（再任用する場合もあります）
勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
受験資格：次の要件を全て満たす人
①昭和３０年４月２日以降に生まれた人。ただし、現に地域マネージャーに任用されている者のうち、
任用期間が１年目から５年目までのものについては、この限りでない。
②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員等を定年等で退職後、
３年以上経過していること。
⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑥四日市市に在住する人。
募集期間：令和２年１月６日（月）から１月３１日（金）（必着）
応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所５階
市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の
８：３０～１７：１５にお願いします。
問い合わせ：市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６

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

★通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について
マイナンバーカードは、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」で申請できます。
また、パソコンやスマーフォンからでも申請できます。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅
高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。

★住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになりました
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書に、過去に称していた旧姓（旧氏）
を併記することができるようになりました。旧姓（旧氏）を併記することで旧姓が各種証明に使えます。
（旧姓は１人に１つだけ併記することができます）
希望される方は、下記の必要書類を持参のうえ、市民課、各地区市民センター （中部を除く）または市民
窓口サービスセンターで手続きしてください。
＜必要書類＞
①戸籍謄本
②マイナンバーカードまたは通知カードのいずれかお持ちのカード
④本人確認書類（運転免許証等。マイナンバーカードは本人確認書類と兼ねることができます。）
※スムーズな事務処理のため、予めお問い合わせの上、お越しいただくことをお勧めします。
※事務処理に少々お時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
詳しくは、総務省HP（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html）または、
市民課までお問い合わせください。

★コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ
コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。 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。
■一時停止日 ： 令和２年１月１５日（水）終日

令和元年度グリーンカーテンフォトコンテスト
団体の部において、小山田地区市民センターの
グリーンカーテンが特別賞をいただきました。
水やり等、お世話をいただいた地域の皆さまに
お礼を申し上げます。
大変ありがとうございました。

市民センターのグリーンカーテン

