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今年も「おやまだ桜」の下で、「桜まつり」を開催します。小学校校庭の桜も含めご覧
いただきたいです。地区の皆さん、ぜひお越しください。

日 時：４月３日（日） １０ ００～１２：００
場 所：小山田地区市民センター前広場 及び その周辺
里山に “こいのぼり” を
行事内容：１ 桜見物と竹の広場散策
飾ります。ご家庭で不要に
２ お楽しみ会
なりました “こいのぼり” を
譲ってください。
・タケノコとたらの芽のてんぷら ・イノシシの焼肉等
里山のボランティアも
３ 竹炭販売
主催：里山公園づくり推進委員会
募集しています。
○地区グラウンドゴルフ大会開催○
地区グラウンドゴルフ大会開催○ ＊雨天中止
当日参加も
日 時：４月３日（日）１３：００～
ＯＫです
場 所：小山田地区市民センター前グラウンドゴルフ場
主催：小山田地区体育振興会
申 込：３月末までに小山田地区団体事務局（３２８－３３２０）まで
:

絵本の読み聞かせは、子どもが未来に向かって成長していく中で必要な想像力・知識・知恵
などを育んでくれます。子どもも大人も一緒に絵本を楽しみましょう！

みなさんのご参加を
みなさんのご参加 を
お待ちしております

日
時 ： ３月２９日（火）１０：００～１１：３０
場
所 ： 小山田地区市民センター １階和室
参加費 ： 無料
対 象：どなたでも可
問合せ ： 小山田地区市民センター ＴＥＬ ： ３２８－１００１

子育て中の皆さん、不安やストレスをためていませんか？近くに遊び場がない方、一緒に
遊ぶお友達や話し相手を探しているお母さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどという方、
ぜひ参加してください。保健師のお話や楽しいイベントも企画しています。

日 時：Ｈ２８年５月～Ｈ２９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
Ｈ２８年度 第１回目は
場 所：小山田地区市民センター
対 象：未就学児のお子さんと保護者の方
５月１０日に開催します。
参加費：年間 1,000円（初回に集めます）
申 込：子育てひろば代表 宇佐美 ＴＥＬ：３２８－１０２４
小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１
締 切：４月２８日（木）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
問合せ：子育てひろば 代表 宇佐美 ＴＥＬ：３２８－１０２４ 子育てひろば・小山田地区市民センター

＜児童書＞

＜一般図書＞
一般図書＞

・ママがおばけになっちゃった！
・フランス人は10着しか服を持たない
（のぶみ）
（ジェニファー・L・スコット）
・ノンタン およぐのだいすき
・人魚の眠る家
・ノンタン ほわ ほわ ほわわ
・予知夢
（東野圭吾）
・ノンタン おねしょで しょん
（サン・テグジュペリ）
（キヨノサチコ） ・星の王子さま
・みずくさむらとみずべむら
・沢村さん家はもう犬を飼わない
・しのだけむらのやぶがっこう
（益田ミリ）
・しげみむら おいしいむら
・下町ロケット２
ガウディ計画
・きんいろあらし
（池井戸潤）
・ふわふわふとん
・ほたるホテル （カズコ・Ｇ・ストーン）

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
２月定例月議会の議会報告会を、３月２６日、２８日、３０日に開催します。常任委員会ごとに
分かれて開催いたします。今回は、２つの常任委員会が２６日の土曜日に午前と午後に開催し
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。

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）

平成28年3月28日(月) 平成28年3月30日(水)
平成28年3月26日(土)
日 時 9:45～12:00
13:00～15:15
18:30～20:45
18:30～20:45
常 任
総 務
都市・環境
産業生活
教育民生
委員会
教育、こども、
所 管 市政の企画、財務、 道路、住宅、上下水道、 商工業、農林水産業、
事 項 危機管理、消防など 区画整理、環境衛生など 市民文化、市立病院
健康福祉など
など
ごみ・リサイクル等に 地場産業について 学校教育について
シティ・
ミーティング 防災対策について
ついて
総合会館
小山田地区市民センター 海蔵地区市民センター 八郷地区市民センター
会 場 ７階第１研修室
２階大会議室
２階中会議室
２階大会議室
※総務常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営中央駐車場に
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。
問合せ：議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

ウラ面もご覧ください

かずまけいこ

四日市商工会議所女性部会長の数馬桂子
数馬桂子さん
数馬桂子さんを講師にお迎えして、
さん
女性が方針決定の場に参画する必要性や思いなどを伺います。
日 時：３月２６日（土）１４：００～１５：３０
場 所：本町プラザ ２階第１会議室
講 師：数馬桂子さん(四日市商工会議所女性部会長、ばんこの里会館館長)
対 象： 市内に在住、通勤、通学している方
定 員：４０人(先着順、定員になり次第締切)
参加費：無料
その他：託児あり無料
（６カ月～小学校３年生程度、１０名程度、３/１２(土)までに申込みが必要です）
申込方法：住所、名前、電話番号、講座名、託児の有無（託児希望の場合は、お子さんの名前と
年齢）を、電話・ＦＡＸ・メールで、はもりあ四日市へお申込みください。
問合せ：四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 （日・月曜日、祝日休館）
〒510-0093 四日市市本町９－８ 本町プラザ３階
電話：３５４-８３３１ ＦＡＸ：３５４-８３３９
Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

平成２８
平成２８年３月２７
年３月２７日(日）
四日市市と近隣市町（桑名市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市・東員町・菰野町・津市・松阪市）の

７市２町で日曜窓口を開設します
◎四日市市役所の開設場所と内容

階

１階

２階

３階

９階

窓口
市民課
☎３５４－８１５２
こども保健福祉課
☎３５４－８０８３
市民税課
☎３５４－８１３３
保険年金課
☎３５４－８１５９
☎３５４－８１６１
介護・高齢福祉課
☎３５４－８４２７
☎３５４－８１９０
学校教育課
☎３５４－８２５０

取扱業務
転入・転出などの手続き（継続転入・転出は除く）、戸籍の届け出、
住民票の写し（広域交付住民票は除く）・戸籍の証明書の交付、印
鑑登録・証明書の交付・各種税証明の交付
児童手当、子ども医療費助成の手続き
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き
要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など
市立小・中学校の新入学手続き

※外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開設します。
（１０：００～１２：００、１３：００～１５：００）
※各階とも、開設時間は８時３０分～１７時１５分です。

※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください。

平成２７年度 四日市市障害者福祉センター 障害者福祉講座

みんなで

「障害者スポーツ」 知っていますか？

障害者スポーツといってもたくさんの競技があり、２０２０年には東京オリンピック・パラリンピック、
２０２１年には全国障害者スポーツ大会が、ここ三重県で開催されます！
今回はパラリンピック（夏季大会）と全国障害者スポーツ大会の正式競技である車椅子バスケットボール
の団体を講師に迎え、障害者スポーツと触れ合えるイベントを開催します！
選手になりたい！という人はもちろん、応援するサポーターになりたい人や見学してみたいという方の参
加も大歓迎です！！ 障害者スポーツをみんなで盛り上げましょう！
◇日 時 平成２８年 ３月１３日（日）１３：００～１５：３０ （開場 １２：４５～）
◇場 所 三重県立特別支援学校北勢きらら学園 体育館
（四日市市下海老町字高松１６１番地） ※駐車場あり
◇内 容 県内で活躍する障害者スポーツ競技団体が集まるイベントです！
◇講 師 三重チャリオッツ（車椅子バスケットボール）
◇内 容 講演会・模擬試合・体験
その他、参加団体による障害者スポーツ体験、活動紹介もあります
◇申込み 不要
◇参加費 無料
◇問合せ 四日市市障害者福祉センター （担当：岩崎）
ＴＥＬ：３５４－８２７５ ＦＡＸ：３５４－８４２６
Ｅメール：y-with@m3.cty-net.ne.jp

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、
内部・八王子線で、まんじゅう列車を運行します。沿線の東海道散策にもよい季節となります
ので、ぜひお立ち寄りください。まんじゅうがもらえます（８種類から選べます）。
日 時：３月２７日（日）８時～１４時の内部・八王子線
内 容：①内部・八王子線に乗車 ⇒②車内で呈茶券をもらう
（西日野駅のみ駅で配布）⇒③日永郷土資料館でまん
じゅうをゲット！
（資料館ではクイズに答えて景品もゲット）
注意事項：まんじゅうは先着順で５００名までです
問合せ：都市計画課公共交通推進室 ＴＥＬ：３５４－８０９５

