
中：田中

中：田中中：田中

中：田中 四郎さん（六名町）

四郎さん（六名町）四郎さん（六名町）

四郎さん（六名町）

右：戸田

右：戸田右：戸田

右：戸田 典子さん（内山町）

典子さん（内山町）典子さん（内山町）

典子さん（内山町）

左：古市

左：古市左：古市

左：古市 義勝さん

義勝さん義勝さん

義勝さん

（小山田地区社協会長）

（小山田地区社協会長）（小山田地区社協会長）

（小山田地区社協会長）

永尾

永尾永尾

永尾 敏昭さん（小山町）

敏昭さん（小山町）敏昭さん（小山町）

敏昭さん（小山町）

日 時：１２月１４日（木）１０：００～１３：００

場 所：小山田地区市民センター ２階実習室

講 師：ヘルスメイト (食を通じた健康づくりボランティア）

定 員：１２名程度 （定員になり次第締め切らせていただきます）

材料費：５００円

持ち物：米１カップ・エプロン・三角巾・ふきん・台ふき

１１月１３日（月）四日市市文化会館にて、平成２９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、三名の方が表彰されました。

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２９年１１月２０日

１６号

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 （地域福祉）

（地域福祉）（地域福祉）

（地域福祉）

四日市市食生活改善推進協議会

小山田地区市民センター窓口または電話にてお申し込みください。

小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

申込み

問合せ

男女共同参画の視点で避難所運営を考えます男女共同参画の視点で避難所運営を考えます男女共同参画の視点で避難所運営を考えます男女共同参画の視点で避難所運営を考えます

「「「「男女共同参画の視点からみた避難所運営について」男女共同参画の視点からみた避難所運営について」男女共同参画の視点からみた避難所運営について」男女共同参画の視点からみた避難所運営について」

講 師：皆川 克久氏（特定非営利活動法人・みえ減災啓発支援ネット）

日 時 ： １１月２８日（火）１９：００から

場 所：小山田地区市民センター ２階会議室

定 員： ４０名まで（当日受付） 申込み不要、参加費無料

主催・問合せ：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

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 （ボランティア）

（ボランティア）（ボランティア）

（ボランティア）

日 時：１２月１８日（月）１０：００～１１：３０

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

定 員：２５名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

材料費：２，０００円

持ち物：エプロン・新聞紙

今年は２つ

セットです

受付中♪



　　　　　

１１月１日に文化会館で開催された四日市市自治会長大会に

出席しました。主催は、四日市市自治会連合会（四自連）です。

四日市には、７１５の単位自治会（○○町自治会）があり、加入

数が約１０６，４００世帯、自治会加入率は９０％ほどです。市全体を

２８地区に分け、単位自治会が集まり連合自治会をつくっています。

四自連は昭和２７年に設立され、今年で６５年となりました。

大会では、永年勤続自治会長の表彰などが行われました。

また、第二部では鈴木英敬知事による「みえの防災・減災について」の講演会があり、台風２１号の被害復旧

対応など、知事の防災に対する考えを聞くことができました。

自治会とは？と聞かれると、あれもこれもと何でもやる、お世話

係のような印象がありますが、同じ地域に住む人々の共通の利害

事項調整や親睦を深めることを目的に住民自らの手で作り、運営

する任意団体です。

各町の自治会長さんは、今日も様々な意見に耳を傾け、走り回

っていることと思います。

自治会長さん、いつもありがとうございます。

１１月５日（日）第３６回小山田地区文化祭が開催され、舞台発表、作品の展示や模擬店が行われました。

今年は小山田小学校体育館で開催され、小山田鼓笛隊の演奏や小学生による合唱発表やサークル発表、

グラウンドゴルフ大会もあり、たくさんの方で賑わいました。

文 化 祭 れ行が わ ま し た

グラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果です

優優優優 勝勝勝勝 奥村奥村奥村奥村 千代さん千代さん千代さん千代さん （堂ケ山町）

（堂ケ山町）（堂ケ山町）

（堂ケ山町）

準優勝準優勝準優勝準優勝 平山平山平山平山 宏さん宏さん宏さん宏さん （堂ケ山町）

（堂ケ山町）（堂ケ山町）

（堂ケ山町）

３３３３ 位位位位 矢田矢田矢田矢田 春夫さん春夫さん春夫さん春夫さん （内山町）

（内山町）（内山町）

（内山町）

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

１２月７日（木）

グラウンドゴルフも盛り上がりました☆

グラウンドゴルフも盛り上がりました☆グラウンドゴルフも盛り上がりました☆

グラウンドゴルフも盛り上がりました☆

４・５年生による合唱発表♪

４・５年生による合唱発表♪４・５年生による合唱発表♪

４・５年生による合唱発表♪

どれも素敵な作品でした★

どれも素敵な作品でした★どれも素敵な作品でした★

どれも素敵な作品でした★



市制施行１２０周年をともに盛り上げていただける「市民企画イベント」について、

本年４月より募集受付を行ってきましたが、予定より早く予算額に達する見込みと

なりました。当初１月までとしていた募集期間を１１月末に締め切ることとなりました

のでお知らせします。

○募集期間平成２９年４月１日～平成２９年１１月３０日平成２９年１１月３０日平成２９年１１月３０日平成２９年１１月３０日まで

問合せ：政策推進課 ＴＥＬ：３５４－８１１２ ＦＡＸ：３５４－３９７４

『『『『はがきづくりはがきづくりはがきづくりはがきづくり （紙すき）（紙すき）（紙すき）（紙すき）』』』』

日 時：１２月２３日（土）・２６日（火） ①１１：００～１２：００

②１３：１５～１４：１５ ③１４：３０～１５：３０

事前申込：不要

対 象：小学生まで

定 員：各回先着２０名 （各回開始１５分前から受付開始）

料 金：無料

『『『『プラザクリスマス会プラザクリスマス会プラザクリスマス会プラザクリスマス会』』』』

日 時：１２月１６日（土）

１３：３０～１５：００

事前申込：不要

対 象：高校生まで

料 金：無料

親子クラフト

親子クラフト親子クラフト

親子クラフト『『『『ぽんぽんけん玉ぽんぽんけん玉ぽんぽんけん玉ぽんぽんけん玉』』』』

日 時：１２月２日（土） １２月１９日（火）

各１０：３０～１１：３０

事前申込：不要

対 象：０～５歳まで

定 員：先着２０名（受付開始：１０：１５）

料 金：無料

問合せ：こども子育て交流プラザ 東新町２６－３２ 橋北交流会館４階 ＴＥＬ：３３０－５０２０

『『『『中高生の居場所計画中高生の居場所計画中高生の居場所計画中高生の居場所計画』』』』

日 時：１２月９日（土） １２月２４日（日）

各１４：００～１６：００

事前申込：不要

対 象：高校生まで

定 員：なし

料 金 ：無料

【

【【

【 主なイベント日時・内容

主なイベント日時・内容主なイベント日時・内容

主なイベント日時・内容 】

】】

】

中高生の悩みを

聞きます。一緒に楽

しくあそびましょう！

参加は自由で

すので是非参

加してください

将来のライフプランを考え、今の生活も大切にしながら、起業したり、収入を増やしたりするためには、

何をすべきか考えます。「起業に興味のあるあなた」、「マルシェやフリーマーケットなどで活躍している

あなた」。講師の事例を踏まえ、ステップアップを目指しませんか。

日 時：１２月１６日（土）１３：３０～１５：００

場 所：本町プラザ１階 ホール（四日市市本町９－８）

対 象：市内に在住・通勤・通学する女性（趣味・特技等を生かし起業を考えている方など）

講 師：森井 佳子さん（Up-Stage キャリアコンサルタント）

村木 祐加子さん（アメイジングファクトリー 書家）

加藤 真理さん（ＮＰＯ法人ワークスタイル・デザイン代表）

託 児：有（無料。１０名程度。１２月１日（金）までに要申込み）

申込み：電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、はもりあ四日市まで。

当補助金の申請を

予定している団体に

あっては、早めに事

務局にご相談ください。

男女共同参画センター「はもりあ四日市」 住所：四日市市本町９－８ 本町プラザ３階

ＴＥＬ：３５４－８３３１ ＦＡＸ：３５４－８３３９ Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.shtml



①通知カード、マイナンバーカード（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を申請してから数カ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は、市民課・地区市民センター（中部を除く）・市民窓口サービスセンター

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を

をを

を申請

申請申請

申請するに

するにするに

するに当たり、

当たり、当たり、

当たり、通知カードに添付の

通知カードに添付の通知カードに添付の

通知カードに添付の「個人番号カード

「個人番号カード「個人番号カード

「個人番号カード交付申請書」

交付申請書」交付申請書」

交付申請書」の名前・住所

の名前・住所の名前・住所

の名前・住所

など

などなど

などに変更があると、その申請書での

に変更があると、その申請書でのに変更があると、その申請書での

に変更があると、その申請書での申請

申請申請

申請は

はは

は受け付けされません

受け付けされません受け付けされません

受け付けされませんので、市民課までお問合せください。

ので、市民課までお問合せください。ので、市民課までお問合せください。

ので、市民課までお問合せください。

第１部第１部第１部第１部 講演講演講演講演 四日市市の在宅医療の『今』

講師講師講師講師 四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事 伊藤伊藤伊藤伊藤 毅毅毅毅 氏氏氏氏

第２部第２部第２部第２部 事例報告事例報告事例報告事例報告 みんなで支えた在宅療養生活
コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事 松尾松尾松尾松尾 秀一氏秀一氏秀一氏秀一氏

報告者報告者報告者報告者 四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事四日市医師会理事 玉垣玉垣玉垣玉垣 浩美氏浩美氏浩美氏浩美氏

訪問看護師訪問看護師訪問看護師訪問看護師 下濱下濱下濱下濱 美帆氏美帆氏美帆氏美帆氏

市市市市 民民民民 藤田藤田藤田藤田 倫子氏倫子氏倫子氏倫子氏

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー 四日市医師会四日市医師会四日市医師会四日市医師会 会長会長会長会長 加藤加藤加藤加藤 尚久氏尚久氏尚久氏尚久氏

問合せ：健康福祉課問合せ：健康福祉課問合せ：健康福祉課問合せ：健康福祉課 ＴＥＬ：３５４－８２８１ＴＥＬ：３５４－８２８１ＴＥＬ：３５４－８２８１ＴＥＬ：３５４－８２８１ ＦＡＸ：３５９－０２８８ＦＡＸ：３５９－０２８８ＦＡＸ：３５９－０２８８ＦＡＸ：３５９－０２８８

◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます

◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます

◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒

（返信用封筒）については、差出有効期限が平成２９年１０月４日になっている場合でも、平成３１年５月３１日まで

切手を貼らずに、そのまま使用することができます。

◆

◆◆

◆送付用封筒を欲しい方は、

送付用封筒を欲しい方は、送付用封筒を欲しい方は、

送付用封筒を欲しい方は、送付用封筒の材料をダウンロードできます

送付用封筒の材料をダウンロードできます送付用封筒の材料をダウンロードできます

送付用封筒の材料をダウンロードできます

下記のサイトから、封筒作成の材料をダウンロードいただけます。

＜マイナンバーカード総合サイト＞ https://www.kojinbango-card.go.jp/

※トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」

「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」

「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の

「封筒材料のダウンロードはこちら」

「封筒材料のダウンロードはこちら」「封筒材料のダウンロードはこちら」

「封筒材料のダウンロードはこちら」をクリックしてください。

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

とととと き：き：き：き：１２月１７日（１２月１７日（１２月１７日（１２月１７日（日）日）日）日）１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～１５：３０（開場１３：００）１５：３０（開場１３：００）１５：３０（開場１３：００）１５：３０（開場１３：００）

ところ：四日市市総合会館ところ：四日市市総合会館ところ：四日市市総合会館ところ：四日市市総合会館 ８階８階８階８階 視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

在宅医療講演会在宅医療講演会在宅医療講演会在宅医療講演会 ～～～～知っていますか？在宅医療知っていますか？在宅医療知っていますか？在宅医療知っていますか？在宅医療～～～～

入場無料入場無料入場無料入場無料

事前予約不要事前予約不要事前予約不要事前予約不要

四日市市の在宅医療の

情報満載の冊子を

お配りします！

「いつまでも今までの『あたりまえ』の生活を大切にしながら暮らし

たい」―多くの方が願っているのではないでしょうか。

高齢のため、かかりつけ医への通院が難しくなった場合や、がんの

末期などの重篤な病気でも、入院より自宅で最期の時を過ごしたいと

希望した場合など、在宅で医療を受けるということについて、選択肢の

一つとして考えてみてください。

市民課からのお知らせです


