
１１月１日（日）第３４回小山田地区文化祭が開催され、模擬店や作品の展示が行われました。
また、小山田鼓笛隊の演奏や小山田学童ひまわりの歌、小山田消防団による消防車の展示など
もあり、たくさんの方で賑わいました。

駅伝競走では、各町代表の選手が一生懸命に走り、たすきをつないでいました。

小山田地区市民センター

小山田地区市民センター小山田地区市民センター

小山田地区市民センター

ＴＥＬ：３２８－１００１

ＴＥＬ：３２８－１００１ＴＥＬ：３２８－１００１

ＴＥＬ：３２８－１００１

ホームページアドレス

ホームページアドレスホームページアドレス

ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成２７年１１月２０日

１６号

第３１回第３１回第３１回第３１回 小山田地区内一周小山田地区内一周小山田地区内一周小山田地区内一周

駅伝駅伝駅伝駅伝競走大会競走大会競走大会競走大会のののの結果です結果です結果です結果です

優優優優 勝勝勝勝 鹿鹿鹿鹿 間間間間 町町町町 ５５５５２２２２分分分分０６０６０６０６秒秒秒秒

準優勝準優勝準優勝準優勝 堂堂堂堂ヶヶヶヶ山山山山町町町町 ５５５５３３３３分０分０分０分０５５５５秒秒秒秒

３３３３ 位位位位 山山山山 田田田田 町町町町 ５４分３５秒５４分３５秒５４分３５秒５４分３５秒

ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ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

１２月４日（金）

文 化 祭 れ行が わ ま し た

表彰表彰表彰表彰おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます

１１月６日（金）四日市市文化

会館にて、平成２７年度四日市

市社会福祉大会が開催され、

地域福祉活動にご尽力された

功績により、二名の方が表彰さ

れました。

矢田矢田矢田矢田 俊巳さん（内山町）俊巳さん（内山町）俊巳さん（内山町）俊巳さん（内山町） 平尾平尾平尾平尾 充子さん（山田町）充子さん（山田町）充子さん（山田町）充子さん（山田町）

四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会 会長表彰会長表彰会長表彰会長表彰 四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会四日市市社会福祉協議会 会長感謝会長感謝会長感謝会長感謝



　　　　　

講講講講 師師師師 ：：：： 平平平平 安幸安幸安幸安幸 さんさんさんさん （四日市薬剤師会）（四日市薬剤師会）（四日市薬剤師会）（四日市薬剤師会）

日日日日 時時時時 ：：：： １２月８日（火）１２月８日（火）１２月８日（火）１２月８日（火） １３：００～１４：３０１３：００～１４：３０１３：００～１４：３０１３：００～１４：３０

場場場場 所所所所 ：：：： 和無田町構造改善センター和無田町構造改善センター和無田町構造改善センター和無田町構造改善センター

対対対対 象象象象 者者者者 ：：：： 小山田地区にお住まいの方小山田地区にお住まいの方小山田地区にお住まいの方小山田地区にお住まいの方

講講講講演演演演内内内内容容容容 ：：：： 薬の正しい飲み方、薬の副作用、薬を飲み忘れた時の代表的な薬の正しい飲み方、薬の副作用、薬を飲み忘れた時の代表的な薬の正しい飲み方、薬の副作用、薬を飲み忘れた時の代表的な薬の正しい飲み方、薬の副作用、薬を飲み忘れた時の代表的な

対応方法、健康食品、先発品とジェネリック医薬品の違いなど薬対応方法、健康食品、先発品とジェネリック医薬品の違いなど薬対応方法、健康食品、先発品とジェネリック医薬品の違いなど薬対応方法、健康食品、先発品とジェネリック医薬品の違いなど薬

全般について解説全般について解説全般について解説全般について解説してしてしてしていたいたいたいただきますだきますだきますだきます。質疑応答の時間もあります。質疑応答の時間もあります。質疑応答の時間もあります。質疑応答の時間もあります

ので、日頃から疑問に思っていることがあれば是非質問してください。ので、日頃から疑問に思っていることがあれば是非質問してください。ので、日頃から疑問に思っていることがあれば是非質問してください。ので、日頃から疑問に思っていることがあれば是非質問してください。

日 時：１２⽉３⽇（⽊）１０：００〜１３：００

場 所：⼩⼭⽥地区市⺠センター ２階 実習室
材料費：５００円

定 員：１８名
持ち物：米0.5合・エプロン・三角巾・ふきん・台ふき
講 師：四日市市ヘルスメイト
申 込：⼩⼭⽥地区市⺠センター ＴＥＬ：３２８－１００１

１１月２５日（水）まで

※欠席の場合は11/27(⾦）までにご連絡ください。

四日市市食生活改善推進協議会

『おせち』
●親子寿司

●三種盛り

（門松・柚子なます

りんごきんとん）

●日の出ミートローフ

●筑前煮

●抹茶かん

市民センターに見本を展示して

います。花材は入荷状況により

若干異なる場合があります。

日 時：１２月１０日（木）１３：３０～１５：３０
場 所：小山田地区市民センター ２階 大会議室
講 師：ＮＰＯ法人 花里 副理事長 伊藤 千里さん
材料費：２，０００円（鉢・花・土すべて含みます）

持ち物：エプロン・新聞紙
定 員：２５名（定員になり次第締め切らせていただきます）
申 込：小山田地区市民センター 窓口または電話

TEL：３２８－１００１

地域活動費（高齢者ふれあい支え合い事業）地域活動費（高齢者ふれあい支え合い事業）地域活動費（高齢者ふれあい支え合い事業）地域活動費（高齢者ふれあい支え合い事業） 記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会

申申申申 込込込込 みみみみ ：：：：不要不要不要不要

主催・問合せ主催・問合せ主催・問合せ主催・問合せ：：：： 小山田地区市民センター小山田地区市民センター小山田地区市民センター小山田地区市民センター 市川・伊藤・大谷市川・伊藤・大谷市川・伊藤・大谷市川・伊藤・大谷

ＴＥＬ：３２８－１００１ＴＥＬ：３２８－１００１ＴＥＬ：３２８－１００１ＴＥＬ：３２８－１００１



学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。

２０歳以上６５歳くらいまでの、子どもが好きな人であれば指導員登録ができます。

障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望する人

（週に１日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）も募集しています。

注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

登録を希望する人を対象に下記の要領で指導員登録説明会を開催いたしますので、ふるって

ご参加ください。年度ごとの登録になりますので、平成２６年度に登録をされた人も改めて登録を

してください。

◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇◇◇◇
日時：日時：日時：日時：１２月１９日（土）１８：００から 場所：場所：場所：場所：四日市市文化会館 第４ホール

申込み・問合せ：申込み・問合せ：申込み・問合せ：申込み・問合せ：１２月１６日（水）までに、住所、名前、電話番号（あればＦＡＸ、Ｅメールアドレス）を、

電話か電話か電話か電話かＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸまたはＥメールでまたはＥメールでまたはＥメールでまたはＥメールで、、、、こども未来課こども未来課こども未来課こども未来課に申し込んで下さい。に申し込んで下さい。に申し込んで下さい。に申し込んで下さい。

ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１

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

●「第４回全国ファミリー音楽コンクール●「第４回全国ファミリー音楽コンクール●「第４回全国ファミリー音楽コンクール●「第４回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいちよっかいちよっかいちよっかいち 」が」が」が」が

ケーブルテレビで放送されます。ケーブルテレビで放送されます。ケーブルテレビで放送されます。ケーブルテレビで放送されます。

「家族」と「絆」をテーマに全国から６３組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族の

個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひお楽しみください。

放送日時 ：１２月５日（土）１４：００～１８：００ １２月６日（日）１７：００～２１：００

＊ただし、放送日が変更となる場合があります。

放送チャンネル：地上デジタル１１ＣＨ

問合せ：文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９ まで

市内の学童保育所の指導員を募集しています

日 時：平成２７年１２月８日(火)１０：００～１１：３０
会 場：本町プラザ２階 第２会議室

内 容：・求人情報の検索方法やポイント注意点等の説明 ・応募書類の作成方法
・面接時によく聞かれる質問や答え方についてのグループ討議

対 象：子育て中の方や、ひとり親家庭の母等で早期再就職を考えている方
定 員：２０人（先着順）
料 金：無料

託 児：あり 無料ですが要事前予約 （６カ月～未就学児・先着５名まで) 
申込方法：ハローワーク四日市、マザーズコーナー四日市の窓口に直接お申込みいただくか、

電話またはＦＡＸでお申込みください。申込用紙は「はもりあ四日市」にも置いてあります。

問合せ：ハローワーク四日市 ＴＥＬ：３５３-５５６７ ＦＡＸ：３５３-７７４４
マザーズコーナー四日市 ＴＥＬ：３５９-１７１０ ＦＡＸ：３５５-６７３６

主 催：ハローワーク四日市、マザーズコーナー四日市
共 催：四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

こども未来課



●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ご連絡ください●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ご連絡ください

家屋を取り壊したときは、市役所資産税課 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。

担当 資産税課家屋係（電話３５４－８１３５、３５４－８１３８）

デートＤＶとは？人と人とのよりよい関係を作っていくにはどうしたらいい？

子どもたちに教えるお手伝いをしていただける方を養成する講座です。

めざせ！親子で

めざせ！親子でめざせ！親子で

めざせ！親子で

お掃除マイスター

お掃除マイスターお掃除マイスター

お掃除マイスター

父と子のさんかくカレッジ２０１５と子のさんかくカレッジ２０１５と子のさんかくカレッジ２０１５と子のさんかくカレッジ２０１５ 第第第第３弾３弾３弾３弾

日 時：１２月１９日（土）９：３０～１２：００

内 容：手作り掃除グッズ作りと男女共同参画についての学習

場 所：本町プラザ２階 第１会議室

講 師：四日市友の会さん

対 象：市内在住の方で年中～小学６年生までのお子さんとお父さん

定 員：２０組 （先着順）（先着順）（先着順）（先着順） １２月１日（火）９時より受付開始１２月１日（火）９時より受付開始１２月１日（火）９時より受付開始１２月１日（火）９時より受付開始

参 加 費：子ども１人につき１００円（当日集めます）

持 ち 物：針金ハンガー１本・使わないストッキング （使用済可）１足（あれば）

託 児：あり 無料ですが要事前予約 （６カ月～小学校３年生程度１０名程度）

申込方法：参加ご希望の方は子どもの住所・名前・年齢・電話番号、一緒に参加する

保護者名、託児が必要な場合は、お子さんの名前と年齢を、電話かＦＡＸ

またはメールでお申込みください。

申込・問合せ：「はもりあ四日市」 ＴＥＬ：３５４－８３３１ ＦＡＸ：３５４－８３３９

（日・月・祝日休み） Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

日 時：平成２８年２月９日（火）～１２日（金）の４日間 ９：００～１６：００

内 容：市内の中学生向けのデートＤＶ予防教育出前講座の指導者を養成します。
と お や か え こ

講 師：遠矢 家永子さん（ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ教育部門「Ｇ-Ｆｒｅｅ」代表）

場 所：本町プラザ３階 はもりあ会議室

対 象：市内に在住、通勤、通学している人で、４日間とも受講でき、来年度から出前講座の

講師として活動していただける方

定 員：１２人 １２月１日９時受付開始、定員になり次第〆切

参加費：無料

託 児：あり 無料（６か月～未就学児。１月２６日までに申し込みが必要）

申込・問合せ：「はもりあ四日市」 ＴＥＬ：３５４－８３３１ ＦＡＸ：３５４－８３３９

（日・月・祝日休み） Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp



◆通知カードのお受取りができなかった場合

留守等でお受取りされなかった通知カードは、一定期間市役所で保管されます。

■返戻された通知カードのお受取り■返戻された通知カードのお受取り■返戻された通知カードのお受取り■返戻された通知カードのお受取り

市役所に返戻された通知カードのお受取りには、以下の書類が必要です。

●本人または同世帯の人の場合●本人または同世帯の人の場合●本人または同世帯の人の場合●本人または同世帯の人の場合 来庁者の本人確認書類

●法定代理人の場合●法定代理人の場合●法定代理人の場合●法定代理人の場合 ①通知カードの持ち主の本人確認書類 ②法定代理人で

あることの証明（戸籍謄本等） ③法定代理人の本人確認書類

●任意代理人の場合●任意代理人の場合●任意代理人の場合●任意代理人の場合 ①通知カードの持ち主の本人確認書類 ②委任状

③任意代理人の本人確認書類

◆個人番号カードの申請について

・・・・個人番号カードは個人番号カードは個人番号カードは個人番号カードは、、、、本人確認のための身分証明書として利用できます本人確認のための身分証明書として利用できます本人確認のための身分証明書として利用できます本人確認のための身分証明書として利用できます。。。。またまたまたまた、、、、eeee----TaxTaxTaxTax（（（（国税電子国税電子国税電子国税電子

申告申告申告申告・・・・納税システム納税システム納税システム納税システム））））などの電子申告が行えますなどの電子申告が行えますなどの電子申告が行えますなどの電子申告が行えます。。。。

・個人番号カードの交付を希望される場合には、通知カードと一緒に送付される「個人番号カード

交付申請書」に必要事項を記入の上、顔写真を貼付し、返信用封筒に入れて郵送してください。

申請はスマートフォンやパソコンからでも可能です。

※送付された申請書の氏名・住所等に変更がある場合、申請書は使用することができません

ので、市役所、地区市民センター、市民窓口サービスセンターまでお越しいただきますよう

お願いします。

■■■■住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合

平成２８年１月から個人番号カードの交付が始まるため、住民基本台帳カードの発行は平成２７年

１２月２８日で終了します。電子証明書の更新は平成２７年１２月２２日までです。

※※※※個人番号カードがお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるため個人番号カードがお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるため個人番号カードがお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるため個人番号カードがお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるため、、、、平成平成平成平成２７年２７年２７年２７年分の電子分の電子分の電子分の電子

申告を予定している人や身分証明書としてご利用の人は申告を予定している人や身分証明書としてご利用の人は申告を予定している人や身分証明書としてご利用の人は申告を予定している人や身分証明書としてご利用の人は、、、、住民基本台帳カード住民基本台帳カード住民基本台帳カード住民基本台帳カード・・・・電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書

の更新の更新の更新の更新（（（（有料有料有料有料））））をお勧めしますをお勧めしますをお勧めしますをお勧めします。。。。

・・・・住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合住民基本台帳カードをお持ちの場合、、、、カードに記載された有効期限まではご利用いたカードに記載された有効期限まではご利用いたカードに記載された有効期限まではご利用いたカードに記載された有効期限まではご利用いただけまだけまだけまだけま

すがすがすがすが、、、、個人番号カードを取得される際には個人番号カードを取得される際には個人番号カードを取得される際には個人番号カードを取得される際には、、、、住民基本台帳カードを回収します住民基本台帳カードを回収します住民基本台帳カードを回収します住民基本台帳カードを回収します。。。。

◆個人番号カードの交付方法

個人番号カードを申請された場合、平成２８年１月以降順次「甲府通知書」が、Ｊ－Ｌｉｓより住民

票のある自治体に届きます。四日市市の場合、交付通知書に交付案内の文書を同封して、本人

宛（転送不要）にお送りします。交付案内に記載された期間内に、本人が次のものをお持ちいただ

いて市役所へ個人番号カードを受け取りに来てください。

①交付通知書 ②本人確認書類（運転免許証等） ③通知カード

④住民基本台帳カード（ある人のみ）

※③、④は窓口で回収となります。

※受け取りの際に、窓口で暗証番号を設定していただきます。

市民課（ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２）



※受け取りの際に、窓口で暗証番号を設定していただきます。

平日平日平日平日９：３０～２２：００９：３０～２２：００９：３０～２２：００９：３０～２２：００ 土日祝土日祝土日祝土日祝９：３０～１７：３０９：３０～１７：３０９：３０～１７：３０９：３０～１７：３０

※※※※年末年始（年末年始（年末年始（年末年始（１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日）を除く）を除く）を除く）を除く

ＴＥＬ：０１２０ー９５ー０１７８ＴＥＬ：０１２０ー９５ー０１７８ＴＥＬ：０１２０ー９５ー０１７８ＴＥＬ：０１２０ー９５ー０１７８ （（（（無料無料無料無料））））

◆マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー総合総合総合総合フリーダイヤルがフリーダイヤルがフリーダイヤルがフリーダイヤルが

新新新新たにたにたにたに開設開設開設開設されましたされましたされましたされました

マイナンバー制度に関連して、「個人情報を調査する」「利用手続きにお金が

必要」「口座番号を教えてほしい」「あなたの名前やナンバーを貸してほしい」など

という不審な電話やメールがある、という相談が全国的に寄せられています。

不審な電話やメールなどに十分注意してください。

市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの手続きに関して、家族構成や市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの手続きに関して、家族構成や市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの手続きに関して、家族構成や市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの手続きに関して、家族構成や

資産、年金の情報等を聞くことはありません。また、金銭を要求することもありま資産、年金の情報等を聞くことはありません。また、金銭を要求することもありま資産、年金の情報等を聞くことはありません。また、金銭を要求することもありま資産、年金の情報等を聞くことはありません。また、金銭を要求することもありま

せんので、決して支払わないようにしてください。せんので、決して支払わないようにしてください。せんので、決して支払わないようにしてください。せんので、決して支払わないようにしてください。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっ不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっ不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっ不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっ

ても断るても断るても断るても断るようにしましょう。

不安だな、心配だな、と思ったら、

お気軽に、市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室

相談専用電話相談専用電話相談専用電話相談専用電話 ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４

※※※※相談時間：月～金相談時間：月～金相談時間：月～金相談時間：月～金 ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００

１３：００～１６：００１３：００～１６：００１３：００～１６：００１３：００～１６：００

または、最寄りの警察などに

ご相談ください

問合せ：市民・消費生活相談室 （四日市市役所１階） ＴＥＬ：３５４－８１４７


