
　　　　

１１月２９日（水）三重県総合文化センターにおいて「平成２９年度三重県

更生保護事業関係者顕彰式典」が挙行され、地域の更生保護事業に永年

にわたり尽くされた功績に対し、小山田地区から２名の方が表彰（伝達）を

受けられました。

法務大臣表彰 保護司 伊藤 久子さん（西山町）

津保護観察所長感謝状 四日市更生保護女性の会 川島 敬子さん（美里町）

囲碁大会囲碁大会囲碁大会囲碁大会将棋大会将棋大会将棋大会将棋大会

お申込み：それぞれ３日前までにお申し込みください。お申込み：それぞれ３日前までにお申し込みください。お申込み：それぞれ３日前までにお申し込みください。お申込み：それぞれ３日前までにお申し込みください。
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小山田地区市民センター
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ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成２９年１２月５日

１７号

小山町鎌都に鎮座され、大己貴命

（おおなむちのみこと・大国主）と豊受

大神（とようけのおおかみ）他、七座を祭神としています。明治４０年から４１年

にかけて、小山町、内山町内の九社が合祀されました。

１月１日の元旦祭をはじめ、１月７日ドンド祭、１２月７日新嘗祭と年に８回の

祭礼が行われています。１月７日に行われるドンド祭は、近年は７日に近い日

曜日に行われるようになりました。高さ１０メートル程の御神木を燃やし、無病

息災・五穀豊穣を祈ります。しめ飾りや門松も一緒に焼き、残り火で各家庭から

持ち寄った鏡餅などを焼いて食べます。

来年１月は、ちょうど７日が日曜日です。朝７時～お昼前頃までしているそうで

すので、ぜひのぞいてみてはいかがですか？

⑦⑦⑦⑦小山神明社・ドンド祭小山神明社・ドンド祭小山神明社・ドンド祭小山神明社・ドンド祭

※都合により、中

止になる場合が

あります。
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対 象 者：平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方

（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。）

（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、下記までご連絡ください。）

開催時間：開場１２：００ 開演１３：００ （式典は１時間程度を予定）

そ の 他：・入場受付は行いません。

・酒類等の飲食物の持ち込みはできません。（入場をお断りする場合があります。）

・第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。

・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

問 合 せ：

：：

：こども未来課 青少年育成室 ＴＥＬ：３５４－８２４７

※広報『よっかいち』１２月下旬号でも詳しくお知らせしますのでご覧ください。

※四日市市公式サイトからもご確認いただけます。

市ホームページ：http://www.city.yokkaichi.lg.jp

営業時間：四日市市クリーンセンター ８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０

楠衛生センター ８：３０～１２：００、１３：００～１６：００

１２月３０日（土）は住民のみの受け入れです。事業者は１２月２９日（金）までとなります。

年始は１月４日（木）より平常どおりです。

問合せ：生活環境課 ＴＥＬ：３５４－８３３３

２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル

２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル

２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル ・・・収集日程表のとおり

※粗大ごみ戸別有料収集の受付は、年末は１２月２８日（木）まで。年始は１月４日（木）から。

３．し尿

３．し尿３．し尿

３．し尿 ・・・年末は１２月２９日（金）まで。年始は１月４日（木）から。

※楠地区は１２月２７日（水）まで。１月４日（木）から。

１．可燃ごみ

１．可燃ごみ１．可燃ごみ

１．可燃ごみ ・・・

・・・・・・

・・・ 年末年始の収集日は下表のとおりです。

年末年始の収集日は下表のとおりです。年末年始の収集日は下表のとおりです。

年末年始の収集日は下表のとおりです。 （○印は収集日）

詳しくは

詳しくは詳しくは

詳しくは

ごみ収集日程表を

ごみ収集日程表をごみ収集日程表を

ごみ収集日程表を

ご覧ください。

ご覧ください。ご覧ください。

ご覧ください。

【公式サイト ＱＲコード】



相続登記をお忘れではありませんか？不動産を相続した後、長期間相続登記をせず、放置しておくと…
①更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。

②相続登記の手続費用が高額になる。

③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。

④不動産が適正に管理されず、荒地や空き家等が増え、環境が悪化する。

といった様々な問題が発生する可能性があります。

大切な不動産を次世代に引き継ぐため、相続登記の手続を進めましょう。

また、相続手続を簡素化することを目的として、「法定相続情報証明制度」を開始しました。

この制度は、戸籍などの書類を基に、法務局が法定相続人が誰であるのかを確認し、戸籍謄本等

に代わる公的証明書を無料で発行するものです。相続登記はもちろんのこと、金融機関における

預貯金の払戻し等、様々な相続手続でご利用いただけます。

「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は、法務局ホームページを

ご覧ください。

◇「未来につなぐ相続登記」～次世代を担う子どもたちのために～

問合せ：津地方法務局四日市支局ＴＥＬ：０５９－３５３－２２３７

平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度 全国統一防火標語全国統一防火標語全国統一防火標語全国統一防火標語

火の用心火の用心火の用心火の用心ことばを形にことばを形にことばを形にことばを形に習慣に習慣に習慣に習慣に

・寝室、階段は義務設置です！台所は設置することをお勧めします。

・寝室、階段に設置することで就寝中であっても火災の早期発見に

つながります。

・火災の早期発見が、居住者の避難や初期消火成功の鍵となります。

四日市市南消防署 ＴＥＬ：３４５－０５３０

南部分署 ＴＥＬ：３４９－５１１９

大雪時の注意事項についてご確認ください

本年１月に四日市市でも降雪による被害がありました。これからの時期の大雪に備えるため、次のことに

注意しましょう。なお、大雪時は、不要不急の外出を控えましょう。

（詳しくは、広報よっかいち１１月下旬号、市のホームページをご覧ください。）

＜事前に備えておくべきこと＞

●気象庁などの最新の情報を収集する

●積雪で外出できなくなることに備えて、水、食料、燃料（灯油）などを備蓄する

●持病の薬を切らさないように注意する

●停電に備えて、使い捨てカイロ、予備電池、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備する

●家屋（カーポート、農業用ビニールハウス）などを耐雪化する。冬場使用しないビニールハウスを外す

●スコップなどの除雪用具を常備する

●水道管（特に地上配管部分）や蛇口にタオルを巻きつけるなどの凍結防止対策を行う

＜降雪・積雪時＞

●「不要不急の外出を控える」「早めに帰宅する」などの的確な判断を行う

●積雪量が多くならないうちに、小まめに除雪を行い自宅の出入口を確保する

問合せ：危機管理室 ＴＥＬ：３５４－８１１９ ＦＡＸ： ３５０－３０２２

南消防署と南部分署からのお知らせ南消防署と南部分署からのお知らせ南消防署と南部分署からのお知らせ南消防署と南部分署からのお知らせ

住宅用火災警報器の設置場所住宅用火災警報器の設置場所住宅用火災警報器の設置場所住宅用火災警報器の設置場所



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

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平成２８年度より

依頼会員向けの講習会を実施しています。新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用

されている方も受講してください。

日 時：２月１０日（土） 講習会１３：００～１５：００

※講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きを行います。

場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ

定 員：会場の都合により、３０名程度といたします。（先着順に受け付けます）

託 児：有り （無料） ※事前にお申し込みください。

申込方法：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

申込み･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）

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？

場所：四日市市勤労者・市民交流センター東館３Ｆ

申込：電話、ＦＡＸにて平成３０年１月１３日（土）

までにお申し込みください。

テキスト代 ：２,０５０円

その他：託児あり（無料）

※事前にお申し込みください。

申込・問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター

（ＮＰＯ法人 体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３
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１６：００

相互援助活動の趣旨

子どもの栄養と食生活

子どもの病気

子どもの心に寄り添う

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～

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

援助活動を円滑に進めるために

講習のまとめ

日 時

内 容

問合せ：危機管理室 ＴＥＬ：３５４－８１１９ ＦＡＸ： ３５０－３０２２

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。

資産税課資産税課資産税課資産税課 家屋係家屋係家屋係家屋係
ＴＥＬ：３５４－８１３５

ＴＥＬ：３５４－８１３５ＴＥＬ：３５４－８１３５

ＴＥＬ：３５４－８１３５

ＦＡＸ：３５４－８１３８

ＦＡＸ：３５４－８１３８ＦＡＸ：３５４－８１３８

ＦＡＸ：３５４－８１３８

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。

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


