
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山田地区市民センター 

TEL ３２８－１００１ 

FAX ３２８－８０００ 

ホームページアドレス 

http://oyamada3320.sakura.ne.jp 

令和３年１０月５日 
  
１３号 

☆日 時  １１月１７日（水）10:00～11:30   

☆会 場  小山田地区市民センター 会議室 

☆対 象  おおむね６５歳以上の市民の方 

☆内 容  介護予防の運動・レクリエーション 

（ストレッチ、筋トレ、脳トレなど）       

☆持ち物  マスク、タオル、水分補給用の飲み物    

※動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください。 

※体調の悪い方は参加をお控えください。 

※参加される方は、マスクの着用や手指消毒、検温にご協力ください。 

※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には中止・日程

を変更することがありますので、ご了承ください。 

 ヘルスリーダーの会による 

申込不要 

参加費無料です 
 

【問合せ】高齢福祉課 TEL 354-8170 

鈴鹿市で行われる「全国瞬時警報システム（J アラート）で配信する緊急地震 

速報情報伝達訓練」の放送が、小山田地区にも聞こえる可能性があります。 

皆さんに参加していただく訓練放送ではありません。ご理解をお願いいたします。 

◇日時  １１月５日（金）１０時００分頃 

 

鈴鹿市の訓練放送について 

 

 お忘れなく 
お早めに 

第３期分の納期限は １１月１日（月）です。 

納税には、便利な“口座振替”のご利用を 

１０月１日（金）より市内４カ所の病児保育室の空き状況の確認、利用登録や予約申し込

みがスマートフォンやパソコンから２４時間できるようになりました。 

利用希望の方は、これまでの病児保育室を利用したことがある人もない人も、ＱＲコード

等から予約受付システム「あずかるこちゃん」の利用登録をして下さい。 

対象施設：四日市病児保育室「カンガルーム」、桜花台病児保育室「チェリーケア」 

     しもの病児保育室「ひばりルーム」、ひなが病児保育室「シェルーム」 

対象要件：・市内在住で、保育園・幼稚園・小学校等に通園または通学している。 

     ・保護者の勤務などの都合で、家庭での保育が困難 

そ の 他：詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、こども未来課へお問い合わせ 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】こども未来課 子育て支援係 TEL 354-8069 FAX 354-8061 

                           E-mail：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

あずかる

こちゃん 

ログイン

ページ 

あずかるこちゃん 

ＱＲコード 

四日市市内の 

病児保育室 

 

第１０回全国ファミリー音楽コンクール inよっかいち  

無観客開催＆ライブ配信をします 

 「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた家族が四日市

を舞台に腕を競い合います。 

コンクールは無観客開催とし、本選の模様をライブ配信いたします。それぞれの個性が輝く 

バラエティ豊かな演出とともに家族の温かなつながりの感じられる演奏をぜひご覧ください。

また、特別出演もありますので詳しくはプログラムチラシをご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容変更や中止の場合もあります。 

 

【問合せ】 

全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市 文化振興課内） 

〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5 TEL 354-8239 FAX 354-4873 

ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/ 

メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp 

 

日  時 10 月 17 日（日）13:00～17:00（予定） 

視聴方法 ・ケーブルテレビ「シー・ティー・ワイ」 

・CTY コネクト（スマートフォンアプリ）・Youtube Live 

 

mailto:concours@city.yokkaichi.mie.jp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ】小山田地区市民センター TEL 328-1001（平日 8 時 30 分～17 時 15 分） 

 

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおりマイ

ナンバーカード休日申請受付窓口を開設しています。（各地区市民センター月１回） 

 この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、

ご自宅宛てに郵送（本人限定郵便・特例型）させていただきますので、受け取りのために再度

お越しいただく必要はありません(カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります)。 

 11 月～12 月の予定と各窓口の連絡先は「センター開設日一覧表」のとおりです。事前予約

制となりますので、申請を希望される方は、各窓口へ電話予約（平日 8 時 30 分～17 時 15

分）してください。 

 1. 申請に必要なもの （申請の際には、以下の書類を持参してください。） 

 （1）本人確認書類（A を 1 点、または B を 2 点） 

 

A 

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード（顔写真入り）、運転経歴証明書（交付

年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る）、身体障害者手帳、在留カー

ド、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類 

B 

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証

など、「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わせで

「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの 

 （2）通知カード、または個人番号通知書 

（3）顔写真（縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの） 

（4）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

（5）認印（本人署名の場合は不要） 

※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）を回収します。 

 ※1５歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類

が必要となります。（詳細はご予約時にご説明します） 

 2. 開設窓口・開設時間【8 時 30 分～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時 30 分】 

  （事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分） 

 
☆★☆小山田地区市民センターの休日申請受付窓口☆★☆ 

開設日 場 所 

11 月 27 日（土） 【申込期限：11 月 19 日（金）】 

12 月 18 日（土） 【申込期限：12 月 10 日（金）】 

小山田地区市民センター 

（事務室） 

 ※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。 

 ※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、各

センターへお願いします。 

休日に地区市民センターで申請すると 

マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！ 

(今年度は 12 月が最後です。) 

 とっても便利！ 
開設時間【8 時 30 分～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時 30 分】 

3. センター開設日一覧表 

 

気象情報等により、休日におけるマイナンバーカード窓口の開設を下記のとおり、中止する場合が

あります。 

（平日は通常窓口の稼働状況によりますが、利用者の安全確保のため、中止する場合があります。） 

その他、選挙の日程等でご予約の変更をお願いする場合があります。 

いずれもご予約の変更については、個別にご連絡します。 

 
１．暴風警報および特別警報が発表されたときは、その時刻をもって休日におけるマイナンバーカード窓口の 

開設を中止します。（ただし、終了時間間際については、この限りではありません） 

２．休日におけるマイナンバーカード窓口開設日の午前７時までに暴風警報および特別警報が解除されていな 

いときは、午前 8 時 30 分受付分から午後 1 時までの休日におけるマイナンバーカード窓口の開設を中止 

します。 

３．午前１１時までに暴風警報および特別警報が解除されていないときは、午後 1 時以降も休日におけるマイ 

ナンバーカード窓口の開設を中止します。 

４．その他、気象状況、災害や感染症の拡大等の状況に応じて、利用者の安全確保のため、当該地域の実情を 

判断し、窓口の開設を中止する場合があります。 

11月 センター名 電話番号

３（水・祝） 富田 ３６５－１１４１

７（日） 塩浜 ３４５－２４０３

常磐 ３５１－１７５１

水沢 ３２９－２００１

保々 ３３９－０００１

富洲原 ３６５－１１３６

羽津 ３３１－４４６５

川島 ３２１－３０２０

大矢知 ３６４－８７０４

海蔵 ３３１－３２８４

日永 ３４５－３１９７

桜 ３２６－２０５１

三重 ３３１－３２７６

八郷 ３６５－０２５９

下野 ３３７－０００１

２１（日） 中部 ３５４－８１５２（市民課）

内部 ３４５－３９５１

小山田 ３２８－１００１

県 ３２６－０００１

河原田 ３４５－５０２０

橋北 ３３１－３７８７

楠 ３９８－３１１１

四郷 ３２１－２０２１

神前 ３２６－２７５１

１３（土）

１４（日）

２０（土）

２７（土）

２８（日）

12月 センター名 電話番号

川島 ３２１－３０２０

三重 ３３１－３２７６

５（日） 塩浜 ３４５－２４０３

富田 ３６５－１１４１

日永 ３４５－３１９７

河原田 ３４５－５０２０

保々 ３３９－０００１

海蔵 ３３１－３２８４

楠 ３９８－３１１１

富洲原 ３６５－１１３６

羽津 ３３１－４４６５

内部 ３４５－３９５１

常磐 ３５１－１７５１

小山田 ３２８－１００１

神前 ３２６－２７５１

桜 ３２６－２０５１

県 ３２６－０００１

八郷 ３６５－０２５９

下野 ３３７－０００１

水沢 ３２９－２００１

橋北 ３３１－３７８７

大矢知 ３６４－８７０４

中部 ３５４－８１５２（市民課）

２６（日） 四郷 ３２１－２０２１

１１（土）

12（日）

１８（土）

１９（日）

４（土）

 １２（日） 


