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永年勤続表彰
勤続５年
１１月９日（金）あさけプラザにて、四日市市
自治会長大会が開催され、六名町自治会長の
濱口 淳一さんが表彰されました。

濱口 淳一さん
（六名町）

※９月３０日に開催を予定していた催しが、台風により延期となりました。

小山田地区は、本年３月に「小山田地区まちづくり構想」を約３年間の検討を経て策定しました。
今回、まちづくり推進のための組織立ち上げを記念するとともに、地域住民によるまちづくりに弾みをつけるべく
講演会を開催いたします。
テーマは、小山田地区でも関心の高い「コミュニティバス」。
地域課題を住民パワーで解決した事例をキーマンから直接お聞きし、これからの小山田地区のまちづくりのヒン
トを共に探りたいと思います。まちづくりに関心のある方もない方も、是非、貴重なお話を伺いにお越しください。

日時：平成３０年１２月８日（土） １３：３０～ 場所：小山田地区市民センター 大会議室
講師：特定非営利活動法人「生活バス四日市」 理事長 西脇良孝さん
料金：無料（申し込みは不要です。）
西脇 良孝さんプロフィール

羽津地区在住。平成１４年、路線バスの廃止の通達を受けた羽津地区では、住民が主体となり、企業や行
政と連携し、自らの手で路線バスを復活させました。その功績が認められ公共交通の推進と地域の活性化に
寄与し、これまで「ＮＨＫご近所の底力」出演、「市制１１１周年特別表彰～未来へとさらに羽ばたく～市民活動
賞」「地域づくり総務大臣表彰」、「ソーシャルビジネス５５選（経済産業省）」などに選出される。また、平成２５
年には自らが理事長を務めるＮＰＯ法人「生活バス四日市」が「中部運輸局長表彰」を受賞、現在に至る。

問い合わせ：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

受付中♪

日 時：１２月４日（火）１０：００～１２：００
日 時：１２月１３日（木）１０：００～１１：３０
場 所：小山田地区市民センター ２階 実習室
所：小山田地区市民センター ２階 会議室
講 師：花村 明日香さん（飾り巻き寿司マスターインストラクター） 場
師：ＮＰＯ法人 花里 副理事長 伊藤 千里さん
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） 講
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：１，５００円
材料費：２，０００円
持ち物：包丁、巻きす（３０㎝四方）、エプロン、三角巾、
持ち物：エプロン、新聞紙
新品のふきん（食材をはさみます）
台ふき、筆記用具、持ち帰り用の容器
申込み 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。
問合せ 小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

文 化祭が行 わ れ ま し た
１１月３日（土）、４日（日）に第３７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、
小山田鼓笛隊の演奏や小学生による合唱発表、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。
グラウンドゴルフ大会の結果です
優 勝 矢田 春夫さん （内山町）
準優勝 豊田 敏正さん （西山町）
３ 位 国府田 昊さん （西山町）

どれも素敵な
作品でした★

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。経験・資格の有無は問いません。常勤の
指導員だけでなく、週に１日だけ、夏休みだけの勤務、ボランティアを希望される人も募集しています。
内 容：市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
その他：各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。
指導員登録説明会

市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。
登録していただいた人には、指導員を募集する学童保育所を市から紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成２９年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。
日 時：１２月１５日（土）１８：００～ 場 所：四日市市総合会館 第１研修室
内 容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ
申込方法：１２月１３日（木）までに下記内容を、電話、ＦＡＸ、またはＥメールでこども未来課までお申込みください
①住所 ②名前 ③電話番号 ④ファックス番号 ⑤Ｅメールアドレス
こども未来課 ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１ Ｅメール：Kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー ･ サポート ・ センター

「新規援助会員講習会」のお知ら
「新規援助会員講習会」のお知らせ
のお知らせ

講座内容等は
『広報よっかいち
１１月下旬号』を
ご覧ください

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。
１/２０（日） １０：００～１５：３０
１/２６（土） １０：００～１２：００
１/１９（土） １０：００～１６：００
１/２７（日） ９：３０～１６：００
２/１０（日） １０：００～１６：００
２/１７（日） １０：００～１２：００

場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階
申 込：電話、ＦＡＸにてＨ３１年１月１２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
,

/

１２月７日（金）

JA小山田支店
JA小山田支店

１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０

募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）１名 業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
勤 務 日：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし） 勤務時間：８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
時 間 給：９２５円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
１月上旬からの
申 込 み：応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ：３５４－８２３６）に電話のうえ、
勤務です。
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。
応募期間：１１月２０日（火）～１２月４日（火）

四日市市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、
倒壊のおそれのある危険なブロック塀等の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を平成３０年
１０月４日よりスタートしました。
この機会に、所有されているブロック塀等の状況を確認していただき、ブロック塀等を撤去される際には、是非と
も本補助制度をご活用ください。
補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。
≪申請締め切り：平成３１年２月１５日（金）まで≫
申請締め切り：平成３１年２月１５日（金）まで≫

ブロック塀等の撤去に要した経費（処分に係る経費を含む）

撤去するブロック塀等の延長に１ｍあたり１万円を乗じた額

補助額
左記のうち １
＝
上限２０万円
少ない金額 ×ー
（千円未満切捨）
２

問い合わせ：都市整備部 建築指導課 許可認定係 ＴＥＬ：３５４－８１８３
１８:３０～２０:
３０～２０:３０
本年度の多文化共生講演会は、日系三世ブラジル人 日 時：１２月３日（月） １８:
：四日市市総合会館 ７階第１研修室
で、司法修習生の照屋レナン・エイジさんをお迎えし、言 場講 所師：照屋レナン・エイジ氏
葉と文化の壁を越えて、難関の司法試験に合格し、弁護
（司法修習生・日系三世ブラジル人）
司法修習生・日系三世ブラジル人）
士を目指す自身の体験談をお話しいただき、外国にルー テーマ：「夢を力に変えて
～日本で頑張る若い世代の皆さんへのエール～
～日本で頑張る若い世代の皆さんへのエール～」
ツを持つ子どもたちがグローバル人材として活躍できる、
参加費：無料
多様性が生かされるまちづくりについて考えます。
主催・申込み：市民生活課多文化共生推進室 ＴＥＬ：３５４－８１１４

日 時

１２月 ８日（土）
１２月 ９日（日）

１３：３０～１６：００

１２月１５日（土）

１３：３０～１５：３０

１２月１６日（日）

１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：００

１２月２７日（木）

１１：００～１２：３０
（終了予定）

内 容

クリスマスツリー作り
プラザクリスマス会
すごろく作り
もちつき大会

☆クールポコさん来場！

対象：どなたでも
対象：どなたでも

そ の 他

定員：手乗りツリー作りのみ各日先着３０名
※当日９：００から整理券配布
協力：三重四日市リトル・ミュージカル

対象：小学生とその家族

定員：各回先着１０組
※当日９：００から整理券配布

対象：乳幼児・小中高生・地域の方 ※未就学児は必ず保護者同伴
定員：１５０名 ※事前申込制（１１月２９日から）
※詳細はＨＰまたは通信をご確認ください

料金：無料
問い合わせ：こども子育て交流プラザ 東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 ＴＥＬ：３３０－５０２０

１１月定例月議会の議会報告会を、平成３０年１２月２７日、２８日、平成３１年１月７日に開催します。常任委員会
ごとに１８時３０分から４会場で開催します（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、市民のみなさまにお伝えします。
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。
平成３１年１月７日（月）
平成３０年１２月２８日（金）
日 時 平成３０年１２月２７日（木）
１８：３０～２０：４５
１８：３０～２０：４５
１８：３０～２０：４５
常 任
産業生活
教育民生
総 務
委員会 都市・環境
商工業、農林水産業、 市政の企画、財務、
教育、こども、
所 管 道路、住宅、上下水道、 市民文化、市立病院、
健康福祉など
事 項 環境衛生、国体 など シティプロモーションなど 危機管理、消防など
塩浜地区市民センター
八郷地区市民センター 富洲原地区市民センター 小山田地区市民センター
２階大会議室
２階大会議室
２階大会議室
２階大会議室
会場

富州原町３１－４６
山田町１３７３－３ 塩浜本町一丁目１－２
千代田町２６７－１
※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※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。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

問い合わせ：議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０
市民課からのお知らせです

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

本市では、平成３１年２月ごろからマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどに設置されている
キオスク端末から、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスの
開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、６：３０～２３：００まで利用できます。（ただし１２月２９日～１月
３日は利用できません。）
※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要となります。マイナンバーカードをお持ちでない方はこの
機会にぜひ申請をお願いします。
「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日と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、そのまま使用できます。
以下のサイトから、送付用封筒作成の材料をダウンロードできます。
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」中の「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。

