
今年も『おやまだ桜』の下で、『桜まつり』を開催します。小学校の校庭の桜もあわせて

ご覧ください。地区の皆さんのご参加をお待ちしています。

また、今年もライトアップをしますので、夜桜鑑賞もぜひお楽しみください。

おやまだ桜
ライトアップ

日 時：平成３１年５月～平成３２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

場 所：小山田地区市民センター

対 象：未就学のお子さんと保護者の方

参加費：年間 ５００円（初回に集めます）

締 切：４月２６日（金）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

申込・問い合わせ：子育てひろば代表 矢田 ＴＥＬ：０９０－９２６４－８６５１

小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

平成３１年３月５日

２３号

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.jphttp://oyamada3320.sakura.ne.jphttp://oyamada3320.sakura.ne.jphttp://oyamada3320.sakura.ne.jp

日 時：３月３１日（日） １０:００～１２：００（小雨決行）

場 所：小山田地区市民センター前広場 及びその周辺

行事内容：１桜見物 市民センター西側広場及び小学校校庭を散策

２ 味ごはん、和菓子の販売

３イノシシ肉の試食 等

参加方法：自由参加（申込不要）

問い合わせ：小山田地区団体事務局 ＴＥＬ：３２８－３３２０

里山に “こいのぼり” を

飾ります。ご家庭で不要に

なりました “こいのぼり” を

譲ってください。

里山のボランティアも

募集しています。

日 時：３月３１日（日）１３：００～

場 所：小山田地区市民センター前グラウンドゴルフ場

申 込：３月２０日（水）までに小山田地区団体事務局（ＴＥＬ：３２８－３３２０）まで

主催：里山公園づくり推進委員会

主催：里山公園づくり推進委員会主催：里山公園づくり推進委員会

主催：里山公園づくり推進委員会

主催：小山田地区体育振興会

主催：小山田地区体育振興会主催：小山田地区体育振興会

主催：小山田地区体育振興会

＊雨天中止＊雨天中止＊雨天中止＊雨天中止

当日参加も

当日参加も当日参加も

当日参加も

ＯＫです

ＯＫですＯＫです

ＯＫです

おやまだ桜まつり

３月３１日（日）

１８：００～２１：００頃

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

楽しい企画が
いっぱい！
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平成平成

平成３
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1年度

年度年度

年度 第１回目は

第１回目は第１回目は

第１回目は

５月

５月５月

５月14

1414

14日に開催します。

日に開催します。日に開催します。

日に開催します。

内容・出席カード作り

内容・出席カード作り内容・出席カード作り

内容・出席カード作り

・自己紹介

・自己紹介・自己紹介

・自己紹介

移動児童館も来るよ♪

移動児童館も来るよ♪移動児童館も来るよ♪

移動児童館も来るよ♪

子育てひろば

小山田地区市民センター

小山田地区では、おうちで子育てしているお子さんと保護者の方の遊び場、

交流の場を民生委員とボランティアで開催しています。



今年も小山田小学校図書ボランティアのみなさんによる絵本の読み聞かせ会を行います。

絵本を読むこと、聞くことを通して、親と子、友だちどうしのコミュニケーションを深め

るきっかけ作りになればと思います。

日 時：３月２６日（火）１０：００～１１：３０

場 所：小山田地区市民センター 和室

読み手：小山田小学校図書ボランティアのみなさん

参加費：無料

問い合わせ：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

子育てひろば・小山田地区市民センター

日

日日

日 時：３月２１日（木･祝）

時：３月２１日（木･祝）時：３月２１日（木･祝）

時：３月２１日（木･祝） １１：００～

１１：００～１１：００～

１１：００～ ５０分

５０分５０分

５０分程度

程度程度

程度

場

場場

場 所：山田町高齢者若者センター

所：山田町高齢者若者センター所：山田町高齢者若者センター

所：山田町高齢者若者センター

※

※※

※駐車場に限りがありますので、みなさま乗り合わせ

駐車場に限りがありますので、みなさま乗り合わせ駐車場に限りがありますので、みなさま乗り合わせ

駐車場に限りがありますので、みなさま乗り合わせ

での来場にご協力ください

での来場にご協力くださいでの来場にご協力ください

での来場にご協力ください

出

出出

出 演

演演

演 者：佐野

者：佐野者：佐野

者：佐野 美奈子さん

美奈子さん美奈子さん

美奈子さん（トランペット）

（トランペット）（トランペット）

（トランペット）

亀井

亀井亀井

亀井 麻依子さん（ピアノ）

麻依子さん（ピアノ）麻依子さん（ピアノ）

麻依子さん（ピアノ）

再掲載

入

入入

入 場

場場

場 ：無料

：無料：無料

：無料

申し込み：不要

申し込み：不要申し込み：不要

申し込み：不要

再掲載

『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、

四日市あすなろう鉄道で、「弥次喜多まんじゅう列車」を運行します。

日 時：３月２３日（土） ９：３０～１５：００ （まんじゅう配布時間）

場 所：東海道日永郷土資料館（泊駅・追分駅から徒歩約５分）

内 容：①四日市あすなろう鉄道に乗車 ⇒②泊駅または追分駅で下車 ⇒ ③下車駅で呈茶券をもらい、

東海道日永郷土資料館へ⇒④資料館で呈茶券と好きなまんじゅう１個を引き換える（全７種類）

【特典１】シースルー列車を見つけて写真を提示すると、まんじゅうが１個追加でもらえる。

【特典２】資料館でクイズに答えると、あすなろう鉄道のグッズがもらえる。

＜注意事項＞・まんじゅうは先着５００個までです。

・特典の内容等は急遽変更になる場合があります。

その他：詳細は市のホームページでご確認ください

問い合わせ：都市計画課 公共交通推進室 ＴＥＬ：３５４－８０９５ ＦＡＸ：３５４－８４０４

納税は、便利で安心な納税は、便利で安心な納税は、便利で安心な納税は、便利で安心な

口座振替で！！口座振替で！！口座振替で！！口座振替で！！

問い合わせ：四日市市 収納推進課

ＴＥＬ：３５４－８１４１

ＦＡＸ：３５４－８３０９

主催・問い合わせ：小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

協力：子育てひろば、小山田地区まちづくり推進委員会

クラシックや童謡などから一度は耳にしたことのある曲を中心に演奏

いたします。ちびっこからパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん

までどなたでもお越しください。



平成平成平成平成３１３１３１３１年３月年３月年３月年３月３１３１３１３１日日日日((((日）日）日）日）

※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８：３０～１７：１５です。

◎四日市市役所の開設場所と内容◎四日市市役所の開設場所と内容◎四日市市役所の開設場所と内容◎四日市市役所の開設場所と内容

◎記念講演会◎記念講演会◎記念講演会◎記念講演会

１．日

１．日１．日

１．日 時

時時

時 ３月２３日（土） １３：００～１４：４０ （受付１２：３０～）

２．場

２．場２．場

２．場 所

所所

所 あさけプラザ ホール （定員３００名）

３．内

３．内３．内

３．内 容

容容

容 演題「八脚門の復元と古代建築の見かた」

講師 箱崎和久さん（奈良文化財研究所 都城発掘調査部 遺構研究室長）

※古代建築の研究者であり、久留倍官衙遺跡「八脚門」の復元考察者。

考察にあたってのポイントや、現代に残る古代建築の見かた・楽しみ

かたについて、お話しいただきます。

４．参加費

４．参加費４．参加費

４．参加費 無料 ５．申込み

５．申込み５．申込み

５．申込み 不要

◎八脚門建設現場見学会◎八脚門建設現場見学会◎八脚門建設現場見学会◎八脚門建設現場見学会

１．日

１．日１．日

１．日 時

時時

時 ３月２３日（土）１５：００～１６：４０ ２

２２

２. 場

場場

場 所

所所

所 久留倍官衙遺跡史跡地内（大矢知２３２３―１）

３．内

３．内３．内

３．内 容

容容

容 建具・扉の取り付けが終わり完成間近の状態を、学芸員の解説とともにご覧いただきます。

４．参加

４．参加４．参加

４．参加費

費費

費 無料 ５．申込み

５．申込み５．申込み

５．申込み 不要

６．駐

６．駐６．駐

６．駐 車

車車

車 くるべ古代歴史館駐車場をご利用下さい。詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ

（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。

問い合わせ：四日市市教育委員会社会教育課 ＴＥＬ：３５４－８２４０ ＦＡＸ：３５４－８３０８

「くるべ古代歴史館」が平成３１年３月２５日に開館１周年を迎えます！

階 窓 口 取 扱 業 務

１階

２階

３階

９階

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

転入・転出などの手続き（継続転入・転出は除く）、戸籍の届出、

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、各種市税証明の交付

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・中学校の転校、新入学手続きなど

八脚門復元建築中写真



四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

※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：議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０

２月定例月議会の議会報告会を、３月２７日、２８日に開催します。常任委員会ごとに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１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

日 時

常 任

委員会

所 管

事 項

会 場

ｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨ

ﾝｸﾞﾃｰﾏ

平成３１年３月２８日（木）
１８：３０～２０：４５

平成３１年３月２７日（水）
１８：３０～２０：４５

教育、こども、

健康福祉など

道路、住宅、上下水道、

環境衛生、国体など

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院、

シティプロモーションなど

市政の企画、財務、

危機管理、消防など

都市・環境

羽津地区市民センター

２階大会議室

桜地区市民センター

２階大会議室

県地区市民センター

２階大会議室

日永カヨーショッピング

センター１階中央広場

所管事項全般について

所管事項全般について

（あすなろう鉄道・

中央緑地公園など）

農業について

防災全般について

総 務 教育民生 産業生活

大宮町１３－１２ 日永四丁目２－４１

桜町１３９９

赤水町９５７

放火されないまちづくり放火されないまちづくり放火されないまちづくり放火されないまちづくり

平成３０年中の四日市市消防本部管内における火災は１１０件発生し、出火原因は、「放火」（放火の

疑いを含む。）が最も多く１８件発生し、５年連続の第１位となっています。

放火は、深夜に人の目を避けて無作為に行われることが多くあります。家の周りに燃えやすい物を置

かないなど「放火されない、放火させない環境づくり」が大切です。

○ 家の周りに燃えやすいものを置かない。

○ ごみは決められた日の朝に決められた場所に出す。

○ 物置や車庫には鍵をかける。

○ センサーライトなどを設置して、放火されない環境をつくる。

問い合わせ：南消防署 ＴＥＬ：３４５-０５３０ 南消防署南部分署 ＴＥＬ：３４９－５１１９

南消防からのお知らせです

南消防からのお知らせです南消防からのお知らせです

南消防からのお知らせです


