2020 年 9 月 5 日号

マイナンバーカードを作りませんか？
＜休日申請受付窓口の開設＞

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。

受付は事前予約制となりますので、申請を希望される方は、希望される窓口及び時
間を四日市市役所市民課（３５４－８４１５、平日８：３０～１７：１５）まで電
話予約してください。

7 月 29 日に表彰式が開催され、次の方々が表彰されました。

【奨 励 賞】
[団 体]
新西 智子(三重選抜)
ボウリング
石川 清也(PHOENIX 三重) バレーボール
柳 裕 章(上杉農園弓道倶楽部 ) 弓道

[個 人]
伊藤 久遠(いなべ総合学園高校 ) レスリング
水谷菜々華(桜中学校)
レスリング

「スマホを買ったけど、使い方がよくわからない」という初心者の方向けの講座です。
基本的な操作をはじめ、写真やビデオを撮ったり、インターネットやアプリの追加で、
もっと便利に楽しめる使い方を覚えましょう！
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇対 象
◇定 員
◇受講料
◇持ち物
◇申込み

１０月３日(土)・１０日(土)・１７日(土) 13:00～15:00【３回連続講座】
桜地区市民センター ２階 大会議室
「さくらコム運営委員会」のメンバー
桜地区在住の方で、３日間通して出席できる方
１５名
無料
お使いのスマートフォン（1 人１台）
９月２４日(木) 9:00～ 桜地区市民センター[３２６－２０５１]へ電話
でお申し込みください。お使いの機種を伺いますので事前にご確認ください。

※新型コロナ感染予防のため、参加される方はマスクの着用をお願いします。
また、体温を測っていただき、発熱がある方、体調が悪い方は参加を控えていただき
ますようお願いします。検温結果をおたずねします。ご協力をお願いします。

回
覧

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、
下記のとおりマイナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この受付窓口で申請していただいた場合、受付時にお申し出いただいたカードの暗
証番号を市役所で入力させていただいたうえで、ご自宅宛てにマイナンバーカードを
郵送（本人限定郵便・特例型）させていただきますので、カードの受け取りのために
再度お越しいただく必要はありません。
なお、カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります。

1. 申請に必要なもの（申請の際には、以下の書類を持参してください。）
（1）本人確認書類（A を 1 点、または B を 2 点）
A

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交
付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留
カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類

B

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学
生証など、
「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み
合わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの

（2）通知カード、または個人番号通知書
（3）顔写真（縦 4.5cm×横 3.5cm、６か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの）
（4）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）を回収します。
※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別
途書類が必要となります。
2. 開設窓口・開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】
開設窓口(各会場、先着 48 名まで)
【事前予約制】1 人あたり 30 分

9 月 20 日(日)：桜地区市民センター

9 月 22 日(火)：四郷地区市民センター

10 月 17 日(土)：河原田地区市民センター

10 月 18 日(日)：中部地区市民センター

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
【問合せ先】 四日市市役所 市民課 予約専用 ３５４－８４１５

裏面も
ご覧ください

納税は、便利で安心な

口座振替で‼
で！

【問合せ先】四日市市役所 収納推進課
354-8141
Fax 354-8309

健康づくりボランティア 桜ヘルスリーダーの会による
2020 年 10 月 18 日(日)の『桜地区グラウンドゴルフ大会』は、新型
コロナウイルス感染症の終息が見込めず、参加者や来場者、大会関係者の
安全確保が困難との判断にて中止を決定しました。
今後の行事におきましても事業を取り巻く環境などを注視しながら進めてまいります。
桜地区スポーツ推進協議会

参加無料
ヘルスリーダーによるイキイキ教室を、７月よりイスに座ってのストレッチや筋力トレーニ
ングの内容で実施しています。参加するにあたっては、以下のことにご理解いただきますよう
お願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される
方は参加を控えていただくようお願いします。

～おともだちを作りに来ませんか～
８日（木） 助産師相談 １０:００～１１:００
２１日（水） さくらんぼクラブ １３:３０～
テーマ 予防接種について
講 師 桜花台こどもクリニック院長
定 員 限定５組、完全予約制
２８日（水） おもちゃのチャチャチャ １０:００～
テーマ ８の字くるくる風車～
講 師 おもちゃドクターズ
定 員 限定５組、完全予約制

さくらんぼクラブ、おも
ちゃのチャチャチャは、状
況に応じて変更になるこ
とがあります。変更の場合
はブログなどでお知らせ
します。

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】
月～金曜日 ９:００～１１:００、１２:００～１４:００(受付１３:００まで)
行事の予約は１か月前から受付します。行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更などは、桜花台
こどもクリニックホームページのブログでもお知らせしています。
≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ

◇日
時：９月２５日（金） １３：３０～１４：３０
◇場
所：桜地区市民センター ２階 中会議室
◇対
象：おおむね 65 歳以上の市民の方
◇申 込 み：不要
◇持 ち 物：マスク・タオル・水分補給の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。
◇問合せ先：四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０

はかりの検査を実施します
計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は２年に１度の検査が義務付けられています。
桜地区市民センターにて、下記日時で実施しますので、持ち込みをお願いします。
【日

時】

１０月 ２日（金） ９：３０～１１：３０

【場

所】

桜地区市民センター

【対象となるはかり】

①商店、露店などの商品売買用
②病院、薬局などの調剤用
③病院、学校などの体重測定用
④農・漁業などの生産者の生産物売買用

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を
行っています。
令和３年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。
●助成対象団体
コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・
自主防災組織
●募集する事業
①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業
④地域防災組織育成助成事業
●書類提出期限
①②③については、令和２年９月３０日（水）までに市民生活課へ
④については、令和２年１０月９日（金）までに危機管理室へ
※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
http://www.jichi-sogo.jp/
●問 合 せ 先 四日市市役所 市民生活課 ３５４－８１４６
危機管理室 ３５４－８１１９

⑤工場、事業所などの材料購入・製品販売用
⑥農協、漁協などの物資集荷・出荷用
⑦運送業者などの貨物運賃算出用
＊構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、
四日市市役所 市民・消費生活相談室（３５４－８１４７）までご連絡ください。

９月の
自動車
文 庫

１８日（金） 智積公会所第二駐車場
桜ヶ丘公園
桜台二丁目３号公園
桜台一丁目１号公園
２４日（木） 桜花台コミュニティセンター

１０：１０～１０：５０
１１：００～１１：３０
１３：３０～１４：１０
１４：２０～１５：１０
１０：１０～１１：１０

