2018 年 9 月 20 日号
参加費
無料！

ママに、とっても楽しい企画を実施します！！
☆日
☆場
☆対
☆内

10 月 12 日（金） １０：００～１１：３０
桜台第三会館（桜台保育園西隣）
0 歳～未就園児と保護者
・手作り遊具、親子のふれあい遊び ・風船であそぼう
・ママのハンドマッサージ
☆締切り 10 月 5 日（金）
※参加を希望される方は、申込用紙に記入し、桜幼稚園の「チェリークラブ」
、
桜台保育園の「あそぼう会」、または、桜地区市民センター内 地域団体事務室

おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。

にご提出をお願いします。
（申込用紙は桜地区市民センターにあります）
☆問合せ先
主任児童委員 鶴岡 弘市  090-6582-3555

人は誰でも自分に似合う色を持っています。
あなたの似合う色を知り、輝く自分を発見しませんか？
☆日 時 １０月２１日（日）１０：００～１２：００
☆場 所 桜地区市民センター ２階 中会議室
☆講 師 門井恵理さん （カラーアナリスト）
☆対象者 桜地区在住・在勤の方
☆定 員 １６名（先着順）
☆持ち物 筆記用具、手鏡
☆募集期間 １０月４日（木）９：００～１７日（水）
☆申込み先

桜地区市民センター

時
所
象
容

☆主

☆参加費
無料

催

主任児童委員 山北 玲子
桜地区民生委員児童委員協議会

✿チェリークラブ✿
〔毎週水曜日 10：00～11：30〕
１０月

326-2051

３日
１０日

運動会前でお休みです。
運動会ごっこ・読み聞かせ

２４日

参加費

☆主 催 桜在宅介護支援センター
☆共 催 桜地区社会福祉協議会/桜地区民生委員児童委員協議会
☆問合せ先 桜在宅介護支援センター 326-6618

回
覧

毎週木曜日
〔9：30～11：30〕

ふれあい遊び・読み聞かせ

 326-4681

３１日

時 10 月 13 日（土）１３：３０～１５：３０
無料！
所 桜地区市民センター ２階 大会議室
容 【1 部】１３：３０～ 認知症サポーター養成講座
講 師 桜在宅介護支援センター
【2 部】１４：３０～ 平成 30 年度 桜６５見守りネットワーク会議について
※桜６５見守りネットワーク会議とは、高齢者をはじめとした支援が必要な人を地域で
見守るため、民生委員と福祉関係者で情報を共有するための会議です。

✿あそぼう会✿

問合せ先：桜台保育園

１７日

☆日
☆場
☆内

 090-2770-9968

問合せ先：桜幼稚園 326－1533

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

ポップ

のびっこ

障害のある子どもたちが、親やボランティアさんといろいろな活動
を楽しみます。気軽に参加してみませんか。

☆市民課からのお知らせ☆
☆通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
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。
マイナンバーカード（申請した人）には受取期限があります。受取期限が過ぎた場合でも、当分の間は、
マイナンバーカードを保管しておりますが、早めの受け取りをお願いします。

☆外国人住民のマイナンバーカードの有効期限について

■桜花台ふれあいサロン■

■桜ボランティア協会■

桜花台コミュニティセンター
４日(木) 10:00～11:00 健康体操
２５日(木) 10:00～11:30

「駅前憩いの家」桜ボランテイア協会会議室

健康体操・おしゃべりサロン

■ミニデイサービス「ともだちの和」■

外国人住民で、マイナンバーカードの有効期間内に在留期間などの変更手続きを行った場合、マイナン
バーカードの有効期間も更新する必要があります。
現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間内に、市役所市民課、各地区市民センター（中部を除く）、
市民窓口サービスセンター（平日１０：００～１７：１５）窓口で本人がお申し出ください。
申請の際には、在留カードおよびマイナンバーカードをお持ちください。
（在留期間の有効期限が間近
の場合、在留期間更新前に手続きすることも可能です。）

☆コンビニ交付サービス始まります

桜台第一会館
１０日(水)
２５日(木)

10:00～12:00

■桜南ほかほかクラブ■
１８日(木)

桜町南公民館

9:30～11:30

■智積第６いきいきサロン■

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、住民票の写しなどの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。
※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。
☆問合せ先 四日市市役所 市民課 354-8152

9:30～11:30

■山上いきいきサロン■ 桜町山上公会所
４日(木) 9:30～11:30
１２日(金) 13:30～15:30

■桜台三丁目交流サロン■ 桜台第二会館
１７日(水)

13:30～15:30

■さわやかイキイキ教室■ 桜ヶ丘集会所
毎週月曜日

10:00～11:00

四日市友の会
１６日(火) 13:30～14:30

■一色いきいきサロン■

■桜台 PC サロン■ 桜台第三会館

２４日(水)

１４日(日)
２８日(日)

13:00～15:00

■ほっとカフェ“ぽかぽか”■ 桜町南公民館
２日(火) 14:00～16:00

ゆるキャラ®グランプリ２０１８ 投票のお願い！

毎週火曜日

桜町一色第一公会所
9:30～11:30

■桜台バドミントンクラブ■
桜台小学校 体育館
毎週木曜日 19:00～21:00
毎週日曜日 13:00～16:00

平成 30 年 8 月 1 日(水)より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が
全国のキャラクターの人気を競う「ゆるキャラ®グランプリ２０１８」に出場し、日本一
をめざしています。
今年の夏はずいぶんと猛暑が続き、みなさんも熱中症に気をつけたことと思います。

ゆるキャラ®グランプリのホームページから毎日１メールアドレスにつき１票ずつ、
投票ができますので、パソコンや携帯電話から皆様の一票を投じて「こにゅうどうくん」

聞かない年はないくらいです。気象台の出す暴風警報や台風の進路、避難勧告などの情報に接した場合、

を応援してください。
☆投 票 期 間

9 月 9 日現在
全国第 3 位
投票してネ‼

１１月９日（金）まで

☆公式サイト http://www.yurugp.jp/index.php
(初回のみメールアドレスの登録が必要です)

☆問合せ先

四日市市役所

しかし、夏の暑さが過ぎ去ると今度は台風のシーズンがやってきます。テレビのニュースで台風被害を

観光交流課 354-8286

自分や家族の身を守るための行動を早めにとることが大切だと感じています。
さて、四日市西高校は８月２７日(月)に始業式を行い、一足早く２学期がスタートし、生徒は再び元気
に登校して日常の学校生活が戻ってきました。毎年２学期は、予定されている学校行事（文化祭、陸上競
技記録会、修学旅行、秋季遠足）も多く、生徒にとって秋は１年の中で最も充実した高校生活となる時季
だと感じています。
また秋は１年生や２年生にとっては学習やクラブ活動に打ち込む良い季節であり、３年生にとっては大

【譲ります】 ○白黒レーザープリンタ（A３印刷可能）

【譲ってください】 ○ざる

☆ 掲載期間は３ヶ月です。
☆ 交渉は当人同士で行なっていただき
ます。
☆ 交渉結果を必ずセンターまでお知ら
せください。
☆ 掲載の必要がなくなった場合も必
ず、センターまでお知らせください。

事な進路決定の時でもあります。それぞれが夢の実現に近づくため、最後まであきらめずに努力を継続し
てほしいと思っています。
これからの季節、気温が下がって虫の声が心地よく響くのはありがたいのですが、一方で日が暮れてい
くのが早くなります。見通しも悪くなり事故も起きやすくなりますのでくれぐれもご注意ください。
また、今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

