
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2020年 10月 5日号 
 

 

 

 

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。 

回 

覧 

          

          

 

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15 家族

が四日市を舞台に腕を競い合います。 

今回は無観客開催とし、本選の模様をライブ配信いたします。それぞれの個性が輝くバラ

エティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールをぜひご覧ください。 
 
☆日  時 10 月 18日（日）１３：００～１７：００（予定） 

☆視聴方法 ケーブルテレビ「シー・ティー・ワイ」 

CTY コネクト（スマートフォンアプリ） 

Youtube Live 

 

 

 
◇日  時 １１月８日（日） ９：００～１２：００（雨天中止） 

◇集合場所 桜地区市民センター【受付開始 ８：３０】玄関前 

◇史跡コース 桜地区市民センター⇒①教尊法師⇒②地蔵堂⇒③瑞光の碑⇒ 

④桜神社跡の碑⇒⑤安正寺（現地解散）【距離約 2.0km】 

◇講  師 桜郷土史研究会有志及び地元住民 

◇参 加 費 1 人 100 円 但し、子ども（中学生以下）無料 ≪小学生は保護者同伴≫ 

◇持 ち 物 動きやすい服装、水筒、タオル、帽子、マスク 

◇申込み期間 1０月２６日（月）～11 月 2 日（月）※先着順（定員になり次第締切ります） 

◇問合せ・申込み先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）３２６－２８８８ 

          月～金（祝日除く）１０：００～１６：００ 

◇主 催 桜地区社会福祉協議会 文化部 

 

定 員 

４０名 

新型コロナウイルス感染予防のため、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。 

◇日  時 10 月 2３日（金） １３：３０～１４：３０（約１時間程度） 

◇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 

◇持 ち 物 マスク・タオル・飲み物 ※運動し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 

智積公会所第二駐車場    １０：１０～１０：５０ 

桜ヶ丘公園          １１：００～１１：３０ 

桜台二丁目３号公園      １３：３０～１４：１０ 

桜台一丁目１号公園      １４：２０～１５：１０ 

桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

 

２３日（金） 

 

 

 

２８日（水） 

 

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。 

 

☆問合せ先 全国ファミリー音楽コンクール実行委員会 （四日市市役所 文化振興課内） 

〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5 

 ３５４-８２３９  FAX ３５４-４８７３ 

ホームページ  https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/ 

メールアドレス concours@city.yokkaichi.mie.jp 

 

申込み不要 

参加費無料 

去る９月２６日（土）四日市市文化会館において開催されました第５８回四日市市高齢者

福祉大会にて、次の方が表彰されました。 

【四日市市老人クラブ連合会会長表彰】  山路 悦子さん（桜花台たのし会） 
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～おともだちを作りに来ませんか～ 
 

     ４日（水）助産師相談 １０：００～１１：００受付終了 

    １８日（水）さくらんぼクラブ 【中止】 

      ※音楽会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

中止となりました。 

２５日（水）おもちゃのチャチャチャ １０：００～ 

            テーマ 牛乳パックカスタネット   講 師 おもちゃドクターズ 

            定 員 ５組限定 （完全予約制）１か月前から受付けます。 

【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 現在は９：００～１１：００、１２：００～１４：００ 受付１３：００まで  
（土・日・祝日・医院休診日は閉所） 

行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更は、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 ３７３－６６３９ 

 
 

【四日市市ホームページの URL】 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583376797522/index.html 

 

カーディーラーで取り付けた場合の一例 

  ( )   ９０，０００円 

  ( ) －４０，０００円 

  ( ) －３５，０００円 

  支 払 い 額   １５，０００円 

カー用品店で取り付けた場合の一例 

      ４１,８００円 

  (国補助金)  －２０,０００円 

 (市補助金)  －１５,０００円 

  支 払 い 額    ６,８００円 

☆問合せ先 四日市市役所 道路管理課 ３５４－８１５４ 

 

後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置  

補助金について 
本市では、高齢者のペダルの踏み間違いによる事故の防止対策として、後付けのペダルの急発進抑制

装置の取り付けにかかる補助金を交付しております。 

令和２年度までの補助制度であり、国の補助金にも限りがあるため、この機会にぜひご活用ください。 

 

補助には次の条件を満たす必要があります 

◇四日市市内に在住 

◇６５歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた方） 

◇市税の滞納がない 

◇所有する自動車が自家用車である（1 人１台）他 

補助金の申請について 

補助金の申請は、市の登録を受けている店舗にて行っていただきます。申請については、店舗に 

ご相談ください。なお、登録を受けている店舗は、四日市市ホームページで『高齢運転者』と検索

し、『後付け装置取扱事業者一覧』をご覧いただくか、四日市市役所 道路管理課にご連絡ください。 

 補助金の期限は令和３年３月３１日までですが、取り付け工事や書類の提出等を全て終えている

必要があるため、余裕をもってお早めに申請してください。 

 

補助制度を用いた場合の支払額の一例 

【一般書】◇半沢直樹 アルルカンと道化師  ◇法廷遊戯 

◇気がつけば、終着駅    ◇一人称単数   

【児童書】◇こわがりのちびかいじゅう ◇こども六法 

◇はりねずみともぐらのふうせんりょこう 

    ☆貸出期間 １か月（新刊は２週間）☆貸出冊数 お１人３冊  

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。 

 

四日市公害と環境未来館 

解説員養成講座を受けてみませんか？ 
☆対 象 １８歳以上の人 

☆場 所 四日市公害と環境未来館など 

☆期 間 １１月１４日・２８日、１２月１３日、 

１月１６日・３０日、２月１３日（全６回） 

☆内 容 四日市公害についての基礎知識を学ぶ講座、 

     多彩な講師による講演やバスによる現地見学など 

☆定 員 １０名（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 

詳しくは、四日市公害と環境未来館ホームページ 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/ 

 

時間を活かして新しいことに

チャレンジしたい！  

人と接することが好き！ 

そんな方をお待ちしています 

 

 

参加費 
無 料 

☆申込み・問合せ先 

１１月５日（木）までに住所、名前、年齢、電話番号を記載し、はがきかファックス、 

Ｅメールで、〒510-0075 四日市市安島 1-3-16 四日市公害と環境未来館まで 

メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

 ３５４－８０６５  FAX ３２９－５７９２ 

 

あさけプラザ工事に伴う駐車場の大幅減少について(ご案内) 
ホールなどの工事により、斜線部分は以下の期間、駐車や通行が出来なくなります。 

皆様にはご不便をおかけしますが何卒、ご理解とご協力をお願いします。 

 
期 間 

令 和 ２ 年 ～ 令 和 ３ 年 

10/27～10/31 11 月頃～2 月頃 3 月頃～4 月末 5 月頃～9/30 

駐車や通行が出来ない場所 ①の一部 ①～⑥ ※ ①～④ ①・② 

 

☆問合せ先 あさけプラザ 

３６３－０１２３ 

※国の補助金がある場合 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583376797522/
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan
mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp


 

 

 

 

 

 

 

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、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（カード到着まで、おおよそ２か月程度かかります）。 

  また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各地区市民センターへ電話

予約してください。予約受付は１０月１日（木）より開始します。  

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） 

（5）認印 

※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】 

  （事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分） 

 ☆桜地区市民センターの休日申請受付窓口 

   

 

 

   

先 桜地区市民センター ３２６－２０５１（平日８：３０～１７：１５） 

 

 

 

 

桜地区市民センター 

11月 12月 

◇マイナンバーカード休日申請受付窓口 センター開設日一覧表◇ 

日にち 申込期限 センター名 電話番号 

５（土） 11/27（金） 保々 339‐0001 

６（日） 11/27（金） 三重 331‐3276 

富洲原 365‐1136 

水沢 329‐2001 

小山田 328－1001 

12（土） 12/4（金） 下野 337‐0001 

富田 365‐1141 

羽津 331‐4465 

海蔵 331‐3284 

川島 321‐3020 

日永 345‐3197 

河原田 345‐5020 

13（日） 12/4（金） 神前 326‐2751 

内部 345‐3951 

塩浜 345‐2403 

桜 326‐2051 

四郷 321‐2021 

常磐 351‐1751 

楠 398‐3111 

19（土） 12/11(金) 橋北 331‐3787 

中部 354‐8152 

（市民課） 

20（日） 12/11(金) 県 326‐0001 

八郷 365‐0259 

大矢知 364‐8704 

 

市民税・県民税（第３期）の納期限は 

１１月２日（月）です。 

日にち 申込期限 センター名 電話番号 

１（日） 10/23（金） 富田 365‐1141 

四郷 321‐2021 

7（土） 10/30（金） 保々 339‐0001 

川島 321‐3020 

日永 345‐3197 

河原田 345‐5020 

中部 354‐8152 

（市民課） 

8（日） 10/30（金） 三重 331‐3276 

下野 337‐0001 

内部 345‐3951 

14（土） 11/6（金） 羽津 331‐4465 

海蔵 331‐3284 

橋北 331‐3787 

水沢 329‐2001 

常磐 351‐1751 

小山田 328－1001 

15（日） 11/6（金） 県 326‐0001 

神前 326‐2751 

塩浜 345‐2403 

桜 326‐2051 

楠 398‐3111 

23（祝） 11/13(金) 富洲原 365‐1136 

八郷 365‐0259 

大矢知 364‐8704 

 

市税などの納付は、安心便利な口座振替をご利用ください。 


