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JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 １０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

１０月８日（木）自動車文庫

「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。

入場整理券入場整理券入場整理券入場整理券 配布場所配布場所配布場所配布場所

文化振興課（市役所５階）・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

＊入場整理券は９月２４日（木）より配布＊入場整理券は９月２４日（木）より配布＊入場整理券は９月２４日（木）より配布＊入場整理券は９月２４日（木）より配布

（お一人につき４枚まで）（お一人につき４枚まで）（お一人につき４枚まで）（お一人につき４枚まで）

◆日 時：１０月１８日（日）

１３：００開演 （１２：２０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）

申込・問合せ：〒５１０－８６０１ 諏訪町１番５号 四日市市役所 文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９

※※※※往復はがきでの申し込みもできます。往復はがきでの申し込みもできます。往復はがきでの申し込みもできます。往復はがきでの申し込みもできます。

１０月５日（月）１０月５日（月）１０月５日（月）１０月５日（月）必着必着必着必着

「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、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。

９月６日（日）に行われた、グリーン

カーテンフォトコンテストの表彰にて、

小山田地区市民センターのグリーン

カーテンが、団体部門にて優秀賞に

輝きました。お世話いただいた

お世話いただいたお世話いただいた

お世話いただいた

須藤さん（山田町）

須藤さん（山田町）須藤さん（山田町）

須藤さん（山田町）

ゴーヤ

ゴーヤゴーヤ

ゴーヤ

サルビア

サルビアサルビア

サルビア



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日 時：１０１０１０１０月３１３１３１３１日（土土土土）９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００９：３０～１２：００

内 容：ＬＥＤランプのしくみを学びながら手作りの行灯を作ります。

工作の前には男女共同参画について、ちょこっとお勉強。

場 所：本町プラザ１Ｆ ホール

対 象：市内在住の年中から小学６年生までのお子さんとお父さん

定 員：２０組（応募多数の場合は抽選） １０月９日（金）締切り１０月９日（金）締切り１０月９日（金）締切り１０月９日（金）締切り 必着必着必着必着

持ち物：はさみ

参加費：子ども一人につき５００円(当日集めます)

講 師：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

「事例に学ぶ「事例に学ぶ「事例に学ぶ「事例に学ぶ まちづくり講座」まちづくり講座」まちづくり講座」まちづくり講座」

介護・子育て・防災といった身近な問題を切り口に、それぞれの事例から介護・子育て・防災といった身近な問題を切り口に、それぞれの事例から介護・子育て・防災といった身近な問題を切り口に、それぞれの事例から介護・子育て・防災といった身近な問題を切り口に、それぞれの事例から

まちづくりに男女共同参画の視点をもつことの必要性を学び合います。まちづくりに男女共同参画の視点をもつことの必要性を学び合います。まちづくりに男女共同参画の視点をもつことの必要性を学び合います。まちづくりに男女共同参画の視点をもつことの必要性を学び合います。

第１回１０/１０（土）「東京都立川市大山自治会の安心コミュニティづくり」

第２回１１/２１（土）「ブックスタートはまちづくり」

第３回１２月～１月巡回報告会「四日市市港地区の楽しい防災実践」

時 間：第１回・２回共に、１３：３０～１５：３０ 定員：３０名（先着順）

場 所：第１回・２回共に、本町プラザ２階 第１会議室

第３回、市内地区市民センター

参加費：第１回・２回通しで５００円、第３回は無料（公開講座）

はもりあＨＰ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.shtmlでお知らせしています。

申込み・問合せ：「はもりあ四日市」（日・月休み） ＴＥＬ ：３５４－８３３１ ＦＡＸ： ３５４－８３３９

Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

託 児：あり（無料、生後６カ月から小学校３年生程度、１０人程度、要申込み）

申込方法：往復ハガキで子どもの住所・名前（ふりがな）・年齢・電話番号・一緒に参加する保護

者名、託児希望の場合は、預ける子の名前と年齢を、記入のうえお申し込みください。

申 込 み：〒510-0093 四日市市本町９－８ 「はもりあ四日市」 まで

問 合 せ：「はもりあ四日市」 ＴＥＬ： ３５４－８３３１ ＦＡＸ： ３５４－８３３９

Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

第第第第１弾１弾１弾１弾



日　時
平成２７年１０月８日（木）

１８：３０～２０：４５
平成２７年１０月９日（金）

１８：３０～２０：４５

城西町８－１１ 日永西三丁目２－１８ 諏訪町２－２

日永地区市民センター

２階大会議室

総合会館

７階第１研修室

ごみ・リサイクル等
について

総　務 教育民生 産業生活

富洲原地区市民センター

２階大会議室

富州原町３１－４６

常　任
委員会

ｼﾃｨ･ﾐｰ
ﾃｨﾝｸﾞの
ﾃｰﾏ

都市・環境

防災対策
について

スポーツ施設整備
について

四日市市の産業
振興について

会　場

常磐地区市民センター

２階大会議室

８月定例月議会の議会報告会を、１０月８日、９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。

※産業生活常任委員会（総合会館）に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

※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

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

申込方法：１０月１日～３０日に、名前、住所、電話番号、購入希望数を、

電話かＦＡＸ、Ｅメールで、上下水道局総務課へ

販売数量：５００箱、１世帯につき１０箱まで

（期間中でも予定数量になり次第終了します）

料 金：１箱１，８００円 （５００㎖ペットボトル２４本入、賞味期限２０１７年７月）

そ の 他：納付書（申込後郵送）でお支払いの後、配送します。配送は平日９時～

１７時ころとなります。１箱につき試飲用の泗水の里を１本差し上げます。

また賞味期限を記載した、こにゅうどうくんのシール（２枚１組）をお渡し

しますので、購入していただいた箱に貼ってご活用ください。

問合せ：上下水道局総務課 ＴＥＬ：３５４－８３５０ ＦＡＸ：３５４－８２４９

Ｅメール：suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp

万万万万がががが一一一一のののの災害災害災害災害にににに備備備備えてえてえてえて飲料水飲料水飲料水飲料水のののの備蓄備蓄備蓄備蓄をををを！！！！
期間期間期間期間・・・・数量限定数量限定数量限定数量限定でででで「「「「泗水泗水泗水泗水のののの里里里里」」」」をををを自宅自宅自宅自宅までまでまでまで無料配送無料配送無料配送無料配送しますしますしますします

四日市のおいしい天然水「泗水の里」を期間・数量限定で自宅まで無料配送します（市内に

限る）。通常は上下水道局窓口での受け取り、または送料着払いとなっておりますので、この機

会に災害に備えた飲料水の備蓄をご検討ください。



遺言、相続、契約、離婚、示談等での書面
作成、内容証明、クーリングオフ、成年後見、
各種許認可申請、会社設立などについての
相談に、無料無料無料無料で応じます。

問合せ：三重県行政書士会 四日市支部

山本 ＴＥＬ：０９０－４０８６－４５４５

市民・消費生活相談室

ＴＥＬ：３５４－８１４７

問合せ：三重県司法書士会 四日市支部

三木 ＴＥＬ：３７７－３０００

市民・消費生活相談室

ＴＥＬ：３５４－８１４７

相続、贈与、売買などの登記、担保権設定・

抹消等の登記、債務整理手続き、簡易裁判所

の訴訟・民事調停手続き、成年後見手続きや

その他一般的な法律に関する相談に、無料無料無料無料で

応じます。

■日時 １０月１０日(土) １０：００～１５：００

■場所 じばさん三重 ５階 情報交換室２

■申込 予約不要。直接会場へお出かけください。

■その他

※毎週、月曜日（祝・休日を除く）の

１３：００～１６：００に市役所１階の市民相

談コーナーで司法書士相談を行っています。

但し予約制で、相談をご希望の方は、

平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に

電話（３５４－８１５３）か面談（市民相談

コーナー）が必要です｡

suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp

暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴力巡回無料法律相談」が開催されます。

暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的に相談を取り扱う

センター相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。

日日日日 時時時時：１０月１９日（月）：１０月１９日（月）：１０月１９日（月）：１０月１９日（月） 午後１時から午後４時まで午後１時から午後４時まで午後１時から午後４時まで午後１時から午後４時まで
場場場場 所：四日市市諏訪町２番２号所：四日市市諏訪町２番２号所：四日市市諏訪町２番２号所：四日市市諏訪町２番２号

四日市市総合会館７階第二研修室四日市市総合会館７階第二研修室四日市市総合会館７階第二研修室四日市市総合会館７階第二研修室

主 催：暴力追放三重県民センター
協 力：暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内）
問合せ：暴力追放三重県民センター ＴＥＬ：０１２０－３１－８９３０

三重県警察本部組織犯罪対策課 ＴＥＬ：０５９－２２２－０１１０
四日市南警察署 ＴＥＬ：３５５－０１１０

■日時・場所

①１０月 ３日（土）日永カヨー １階 中央広場横

②１０月１０日（土）ララスクエア（アピタ四日市店）

１階「徳兵衛」店横

③１０月１８日（日）イオン四日市尾平店

１階 エスカレーター横

①～③いずれも１０：００～１６：００

■申込 予約不要。直接会場へお出かけください。

（会場へのお問合せはご遠慮ください）

■その他

※毎月第１・３火曜日（祝・休日を除く）の

１３：００～１６：００に、市役所１階の市民相談

コーナーで行政書士相談を行っています。

但し予約制で、相談をご希望の方は、

平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に

電話（３５４－８１５３）か

面談（市民相談コー

ナー）が必要です｡

相相相相

談談談談

無無無無

料料料料

秘秘秘秘

密密密密

厳厳厳厳

守守守守



※受付時間は、平日９：３０～１７：３０（土日祝・年末年始を除く）です。

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、 ０５０－３８１６－９４０５におかけください。

１０月からマイナンバーの通知が始まります１０月からマイナンバーの通知が始まります１０月からマイナンバーの通知が始まります１０月からマイナンバーの通知が始まります

１０月から、通知カードが順次送付されます。

通知カードとは、住民の一人ひとりに通知カードとは、住民の一人ひとりに通知カードとは、住民の一人ひとりに通知カードとは、住民の一人ひとりにマイマンバー（マイマンバー（マイマンバー（マイマンバー（個人番号個人番号個人番号個人番号））））を通知するものですを通知するものですを通知するものですを通知するものです

通知カードは原則住民票の住所に簡易書留（世帯主宛）で届きます。

今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。

※通知カードは転送不要で送られます。

※来年１月以降の各種申請に個人番号が必要となりますので、通知カードはなくさない通知カードはなくさない通知カードはなくさない通知カードはなくさない

よう大切に保管してくださいよう大切に保管してくださいよう大切に保管してくださいよう大切に保管してください。

～通知カード～通知カード～通知カード～通知カード （イメージ図）～（イメージ図）～（イメージ図）～（イメージ図）～

表表表表 裏裏裏裏

送付物の内容送付物の内容送付物の内容送付物の内容

・通知カード＋個人番号カード交付申請書（世帯人数分）

※通知カードと申請書が一体となっております。

・案内文書

・個人番号カード交付申請書の送付用封筒（１世帯につき１部）

個人番号カードとは、住民基本台帳カードに替わるカードです個人番号カードとは、住民基本台帳カードに替わるカードです個人番号カードとは、住民基本台帳カードに替わるカードです個人番号カードとは、住民基本台帳カードに替わるカードです

個人番号カードは、希望し申請をされた人のみ交付されます。個人番号カードの交付を希望

される場合には、個人番号カード交付申請書の郵送の他、スマートフォンやウェブ等での申請

が可能です。また、個人番号カード用の顔写真の添付が必要になります（詳しくは申請書で確

認してください）。

マイナンバー制度のお問い合わせマイナンバー制度のお問い合わせマイナンバー制度のお問い合わせマイナンバー制度のお問い合わせ

国がコールセンターを開設しています（有料）。

【日本語窓口】 ＴＥＬ：０５７０－２０－０１７８ （全国共通ナビダイヤル）

【外国語対応（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）】

ＴＥＬ：０５７０―２０―０２９１ （全国共通ナビダイヤル）

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

マイナちゃん

マイナちゃんマイナちゃん

マイナちゃん

マイナンバー

マイナンバーマイナンバー

マイナンバー

（１２桁）

（１２桁）（１２桁）

（１２桁）


