
１.室温が２８度を超えないよう、上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。

２.喉が渇いた、と感じる前にこまめに水分補給をしましょう。

３.日頃から体力づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠をとるなど体調管理を行いましょう。

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした、

地域づくりマイスター養成講座を開催します。

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

開催予定日：以下の土曜日 （全９回） ９：３０～１２：００

平成２９年７月２２・２９日、８月１９・２６日、９月９・１６日、１０月７・１４日、１２月１６日

ただし、９月１６日は９：３０～１６：３０、１０月１４日は１３：３０～１５：３０

場 所：四日市市総合会館７階 第３研修室ほか

内 容：地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資源の

マッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート作成など

修 了：全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付

定 員：４０名（応募者多数の場合は抽選）

問合せ・申込み：６月３０日（金）までに市民協働安全課 （担当：後藤、渡瀬）

ＴＥＬ：３５４－８１７９ ＦＡＸ：３５４－８３１６
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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
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http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成２９年５月２０日

４号

JA小山田支店 １０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０

受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集

健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１

を しよう！



①マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

②マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な時に、これ１枚で済む唯一のカードとして活用できます。

③平成２９年度後半開始予定のマイナポータル

マイナポータルマイナポータル

マイナポータルへのログインや、e-Taxなどの申請に利用できます。

④四日市市においても、平成３１年初めごろに、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの取得ができ

る見通しです。

その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。

その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。

その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。

参加者

募集！
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２８年度２８年度

２８年度から検討を進めている、市庁舎東側広場での
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新図書館を含む中心市街地拠点施設整備の新図書館を含む中心市街地拠点施設整備の
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基本的な考え方について

基本的な考え方について基本的な考え方について

基本的な考え方について、広く皆さんに知っていただくとともに

、広く皆さんに知っていただくとともに、広く皆さんに知っていただくとともに

、広く皆さんに知っていただくとともに、本施設の機能や空間のあり方をともに

、本施設の機能や空間のあり方をともに、本施設の機能や空間のあり方をともに

、本施設の機能や空間のあり方をともに議

議議
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論いただくため

論いただくため論いただくため

論いただくため、まずはシンポジウムを開催します。また、今後は市内の４ブロック

、まずはシンポジウムを開催します。また、今後は市内の４ブロック、まずはシンポジウムを開催します。また、今後は市内の４ブロック

、まずはシンポジウムを開催します。また、今後は市内の４ブロック（
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においても懇談会

においても懇談会においても懇談会

においても懇談会を
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を開催します。

開催します。開催します。

開催します。

日 時：６月１８日（日） １３：００～１６：３０ （予定 ）

対 象：市内に在住、在勤、在学の方

場 所：総合会館８階 視聴覚室 ほか

人 数：１００人程度 （会場の収容人数を超える場合は先着順）

内 容:（新図書館を含む）中心市街地拠点施設整備の基本的な考え方についての説明

グループ討論及び議論の総括

申 込：参加をご希望の方は、地区市民センターに配架するチラシの裏面、市ホームページよりダウンロード

した参加申込書に住所、氏名、連絡先をご記入・ご入力のうえ、下記の問い合わせ先まで郵便、ＦＡＸ、

Ｅメールでお送りください。

問合せ：〒５１０－８６０１ 諏訪町１－５ 四日市市役所 政策推進課

ＴＥＬ：３５４－８１１２ ＦＡＸ：３５４－３９７４ Ｅメール：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

★通知カード、マイナンバーカード（交付申請した人）の受け取りについて

★マイナンバーカード１枚でできること

★マイナンバーカードコールセンター★マイナンバーカードコールセンター★マイナンバーカードコールセンター★マイナンバーカードコールセンター

０１２０－９５－０１７８０１２０－９５－０１７８０１２０－９５－０１７８０１２０－９５－０１７８ （無料（無料（無料（無料 ）））） ０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５ （ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ ））））

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

①通知カード、マイナンバーカード（交付申請した人）について、まだお受け取りいただいていない場合には、

市民課までご連絡ください。

②マイナンバーカードの交付を申請してから数ヶ月以上経過しているにもかかわらず、市役所から受け取り

の案内文書が届いていない場合、市民課もしくは下記のマイナンバーカードコールセンターまでお問い合

わせください。

※

※※

※マイナンバーカード

マイナンバーカードマイナンバーカード

マイナンバーカードの交付

の交付の交付

の交付を申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などに

を申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などにを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などに

を申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などに

変更

変更変更

変更あると、申請は受け付けされません。

あると、申請は受け付けされません。あると、申請は受け付けされません。

あると、申請は受け付けされません。



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歳くらいまでで、子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。保育士等の有

資格者や２年以上の経験のある人なら、研修を受けて放課後児童支援員になることができます。

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。

四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説明会を開

催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受けることができます。

年度ごとの登録になりますので、平成２８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：６月３日（土）１８：００から

場 所：四日市市文化会館 第４ホール

申込方法：６月２日（金）までに、住所、名前、電話番号（あればＦＡＸ、Ｅメールアドレス）を添えて、

電話かＦＡＸ、Ｅメールでこども未来課までお申込みください

ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１ Ｅメール：Kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

場所：四日市市勤労者・市民交流センター東館３Ｆ

※１７日午前のみ本館２Ｆ

申込：電話、ＦＡＸにて平成２９年５月２７日（土）

までにお申し込みください。※申込み内容は下記までお問い合わせください

テキスト代 ：２,０５０円

その他：託児あり（無料 先着１０名） ※事前にお申し込みください。

申込先・問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー四日市市ファミリー四日市市ファミリー四日市市ファミリー ････ サポートサポートサポートサポート ・・・・ センターセンターセンターセンター

地域の子育て応援団

あなたがお住まいの地域には

『助けてほしい人』がたくさんいます。

空いた時間でサポートしてみませんか？

ファミリー・サポート・センターは、子育てを

地域で支えあう会員組織です。

あなたの力を子育て支援に活かしてみません

か？受講開始から１年以内に受講を完了すれば、

援助会員として登録できます。１講座からでも

受講できます。

６/４

（日）

６/１７

（土）

６/１１

（日）

６/１０

（土）

６/１８

（日）

１０：００～

１５：３０

９：３０～

１５：００

９：３０～

１６：００

１０：００～

１６：００

９：３０～

１５：００

子どもの病気

子どもの心に寄り添う

相互援助活動の趣旨

／保育サポーターとしての活動

子どもの栄養と食生活

子どもの心と身体の発達

小児看護

子どもの安全と事故・救急法

子どもの世話（あそび）

発達障害について

／その子ども との接し方

援助活動を円滑に進めるために

／講習のまとめ

日 時

内 容



４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館していま

す。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。

ボール遊びやバドミントン等で遊べる広い多目的ホールや、クッキングルーム、

工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。

また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。

ぜひ、ご来館ください！！

【 主なイベント日時・内容 】

6月 ３ 日（土） １１：００～１５：００ 季節の行事 ネクタイカードをづくり！

６月 ４ 日（日） １１：００～１５：００ 創作活動 巨大モザイクアートを作ろう！

６月２５日（日） １１：００～１５：００ 「夏だ！魚釣り工作！」※いらなくなった磁石を持参

対 象：幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）

料 金：無料

申 込：事前申込不要。どなたでも参加できます。

問合せ：東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 ＴＥＬ：３３０－５０２０

NPO

病児保育室は、病気療養中で、保育園・小学校などの集団生活に不安がある子どもを、一時的に

あずかるところです。専任の看護師と保育士がいて安心です。

四日市市病児保育室 「カンガルーム 」（中部８番１７号 二宮病院東側 ）に加えて、桜花台にも病

児保育室がオープンします。

桜花台こどもクリニック 病児保育室 『チェリーケア』

桜花台一丁目４５－１ （子育て支援センターさくらんぼ ２階 ） ＴＥＬ・ＦＡＸ：３４０－７０１５

開設時間：月～金 ９：００～１７：３０ （クリニックの休診日を除く）

利用料金：２，０００円 （所得税非課税世帯は１，０００円、市民税非課税世帯は無料）

※診察代の他、食事代等実費負担あり

定員：３名 （予約が必要です）

利用できる児童：市内に居住し、保育所、幼稚園、小学校に通園又は通学している子

○対象者○ 市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

○地域入会説明会○ ６月２７日（火）１４：００～ あさけプラザ ２階 第１小ホール

６月２９日（木）１０：００～ 橋北地区市民センター ２階 会議室

６月３０日（金）１４：００～ 河原田地区市民センター ２階 ホール

○持ち物○ 筆記用具 ※当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤もご持参ください

①印鑑 ②顔写真（３×４㎝） ③年会費 ３，６００円

④銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）

⑤運転免許証、保険証など本人確認が出来るもの

○その他○ 会場への問い合わせはご遠慮ください

○問合せ○ シルバー人材センター ＴＥＬ：３５４－３６７０

ＦＡＸ：３５１－４８３０

○定期入会説明会について○

時間：毎月第２水曜日 １３：３０～

場所：四日市市シルバー人材センター

（十七軒町９番１０号）

※持ち物は、地域入会説明会と同じ


