2018 年 11 月 20 日号

☆四日市市役所 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。

☆コンビニ交付サービス始まります
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

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。

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。

☆マイナンバーカード交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性について
「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

災害が発生して、避難しなければならなくなった時、ペットをどうするか考えていますか？
人の備えはもちろんのこと、ペットのためにも対策が必要です。
「災害時、ペットはどうなるのか、飼い主としてどう対応すれば良いのか、ペットと同行避
難したい」とあらゆる場面を想定して備えましょう。
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12 月 16 日（日）

13：30～15：00

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。

☆マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒の作成材料について
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

桜地区市民センター ２階大会議室
かみや
し ず こ
四日市市保健所 衛生指導課 獣医師 神谷 紫珠子さん
・地震の震度予測と被害想定
・大災害から得た教訓「同行避難」

こちら」をクリックしてください。

・公助、共助、そして「自助」
・災害時にペットを守るための準備、普段からできること
不要
◇受講料 無料
桜地区地域団体事務室 326-2888
桜地区自主防災協議会

危険なブロック塀の撤去費の一部を補助します

１２月１３日（木）１９：００～２０：３０
桜地区市民センター 2 階大会議室
「人との出会いを通じて感じたこと、考えたこと」
四日市市人権センター 北住 昌文さん
横田 美智子さん
容 桜地区内在住及び勤務されている方など、さまざまな方からの
ご意見をいただき、小グループでの自由懇談を行います。
催 桜地区人権・同和教育推進協議会

問合せ先

四日市市役所

市民課

354-8152

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。

≪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）
左記のうち
少ない金額
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

１
×
＝
２

問合せ先 四日市市役所 建築指導課 許可認定係

回
覧

FAX359-0282

補助額
上限２０万円
（千円未満切捨）

354-8183

早いもので、平成３０年も残り１ヶ月半ほどとなり、あっという間に年末の
あわただしい日々が近づいてまいります。そのときになって慌てないように計
画的に日々を過ごさないといけないと感じているところです。
さて、３年生は、今月に入って指定校・公募制推薦入試が本格的に始まり、学科・面接等の試験に臨んで
おります。多くの生徒に「合格」を掴んでもらいたいと思っています。また、進路決定の如何を問わず、ほ
とんどの生徒が大学センター試験の出願も済ませ、１月１９日、２０日の本番を目指して勉強に励んでいま
す。進学校らしく卒業後も必要とする学力の維持・向上を目的に、進路先が決定した生徒にも大学センター
試験を受けるよう指導に努め、定着しております。
１・２年生は、次年度に向かってそれぞれ１年生は「文系」か「理系」か、２年生はより具体的に「工学
部」、「看護系」、「経済学部」などといった一人ひとりが１年後の進路決定や受験先を見据えた科目選択
を済ませています。
ところで本校では１１月１４日（水）にＰＴＡと共催で「人権講演会」を実施しました。交通事故等で若
者の命が失われるというニュースを聞くたびに悲しい想いになるのは皆さんも同じだと思います。今年は『い
のちの大切さを伝える 被害者にも加害者にもならないで』という演題でお話をしていただきました。誰も
が尊い命を与えられてこの世に生まれてきたということを胸に刻みつつ、自他共の命の大切さを見つめ直す
機会となってほしいと感じています。自動車や自転車を運転する際には、くれぐれも気をつけてほしいと願
っています。
最後になりますが冬の足音が近づいてきました。皆様も風邪やインフルエンザ等の感染にはお気をつけく
ださい。

■桜花台ふれあいサロン■
桜花台コミュニティセンター
６日(木) 10:00～11:00 健康体操
桜台第一会館
１２日(水)
２７日(木)

10:00～12:00

■桜南ほかほかクラブ■
２０日(木)

桜町南公民館

9:30～11:30

○白黒レーザープリンター

毎週火曜日

9:30～

■智積第６いきいきサロン■

四日市友の会
１８日(火) 13:30～14:30

■桜台 PC サロン■ 桜台第三会館
９日(日)
２３日(日)

■山上いきいきサロン■ 桜町山上公会所
６日(木) 9:30～11:30
１４日(金) 13:30～15:30

■桜台三丁目交流サロン■ 桜台第二会館
１９日(水)

13:00～15:00

４日(火) 14:00～16:00

【譲ります】

「駅前憩いの家」桜ボランテイア協会会議室

■ミニデイサービス「ともだちの和」■

■ほっとカフェ“ぽかぽか”■ 桜町南公民館
【譲ってください】 ○もみすり機（２～３インチ）

■桜ボランティア協会■

○わら切り

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

■一色いきいきサロン■桜町一色第一公会所
１２月はお休みです

■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

○電動ベット（マット付）

○桜中学校男子制服 冬用長ズボン（Ｗ70）
【交渉中】
○桜中学校女子制服 夏用・冬用（上・下 ３L） ○桜中学校女子 ウインドブレーカー （上・M）

✿チェリークラブ✿

○ゴルフセット（１０本、ケースあり）・ゴルフクラブ・ゴルフシューズ（新品 25.5～26.5cm）
○プリンター（PIXUS F9000）
・インク（新品 ６色パック・バラ３色）・A3 コピー用紙

12 月

5 日（水）
12 日（水）

☆ 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。
☆ 交渉結果及び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。

19 日（水）

親子ふれあいの会
クリスマス会

12 月６日・１３日・20 日
木曜日

ふれあい遊び

〔9：30～11：30 〕

読み聞かせ

問合せ先：桜台保育園

〔10：00～11：30 〕
問合せ先：桜幼稚園

✿あそぼう会✿

 326-4681

326-1533

家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため、
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。
問合せ先 四日市市役所 資産税課 家屋係 354-8135・354-8138

センターで忘れ物をお預かりしています。お心あたりのある方はご連絡ください。
（帽子・タオル・ハンカチ・筆箱・ボールペン・ＣＤ・うちわ・傘など）
12 月 28 日（金）までに持ち主のわからない物は、処分させていただきますので
ご了承ください。
桜地区市民センター

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。

