◇四日市市役所 市民課からのおしらせ◇

2020 年 11 月 20 日号

🔶マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。
申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 か月半程度時間がかかりますので、ご希望される方は、
お早めにご申請ください。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

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。

の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。

🔶コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニなどの店舗内に設置されているマ
ルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取

１１月５日（木）四日市市文化会館において「令和２年度 四日市市自治会長大会」が
開催され、永年にわたり地域活動にご尽力された功績により次の方が表彰されました。
🌸永年勤続自治会長表彰
【勤続１０年】
橋川

得できるサービスです。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カ
ードでは利用できません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。

淳さん （桜新町二丁目）

🔶コンビニ交付サービスの一時停止について

１１月９日（月）四日市市文化会館において「令和２年度 四日市市社会福祉大会」が
開催され、ボランティア活動、共同募金活動にご尽力された功績により次の方々が表彰さ
れました。
🌸四日市市社会福祉協議会会長表彰
【ボランティア】 當間 美子さん（桜台二丁目）

NPO 法人 桜ボランティア協会

🌸四日市市共同募金委員会会長表彰
【共 同 募 金】 四日市市共同募金委員会桜地区

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■一時停止日

🔶市民窓口サービスセンター

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

ＣＴＹ おはなしきかせて
◇番 組 名
◇チャンネル
◇放 映 局
◇放 映 期 間
◇放 映 時 間

◇問 合 せ 先

「おはなしきかせて」 ～ 一色地蔵の古井戸 ～（１５分間）
地上デジタル １２１ch
ＣＴＹ （シー・ティー・ワイ）
・ＣＮＳ（ケーブルネット鈴鹿）
ＣＴＹ １２月１日～１５日
月曜日…１０：４５～、１６：４５～、２３：００～
火曜日…１１：３０～、１６：４５～、１８：４５～
水曜日…１０：４５～、１６：４５～、２１：３０～
木曜日…１１：３０～、１６：４５～、２２：００～
金・日曜日…１０：４５～、１６：４５～、２２：４５～
土曜日…１１：３０～、１６：４５～、２３：１５～
シー・ティー・ワイ 地域情報部 ３５９－２９２５

（近鉄四日市駅高架下 ３５９－６５２１）

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を停止します。
■臨時休業

「一色地蔵の古井戸」が放送されます

１２月２２日（火）終日

１２月１２日（土）
、１３日（日）終日

【問合せ先】四日市市役所
ぜひ、
ご覧ください!

市民課 ３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２

ボッチャ大会開催！（桜地区スポーツ行事）
「ボッチャ」はヨーロッパで生まれたニュースポーツ！どなたでも楽しくできるスポーツです！
◇日

時 １月２４日（日）９：００（受付開始）
９：３０（開会式）～１２：００頃

◇場

所 桜台小学校体育館

◇持ち物 上履き

お一人で！
ご家族で！
ご友人と！
参加しませんか！

◇締切り １２月１５日（火）
◇申込み・問合せ先 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

回
覧

◇主

催 桜地区スポーツ推進協議会

※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。

水沢マラソン大会

桜地区いきいきサロンのご案内
✿一色いきいきサロン

✿桜花台ふれあいサロン
桜花台コミュニティセンター
３日（木） １０：００～１１：００
体操・おしゃべりサロンはお休みです

✿ミニデイサービス『ともだちの和」
桜台第一会館
お休みです

✿山上いきいきサロン
山上公会所
１１日（金）１３：３０～１５：３０
２１日（月） ９：３０～１１：３０

✿ほっとカフェ''ぽかぽか''

✿桜南ほかほかクラブ
桜町南公民館
お休みです

一色第一公会所
お休みです

桜町南公民館
お休みです

１０：００～１２：００

✿智積第６いきいきサロン
四日市友の会
お休みです

✿桜ボランティア協会「駅前憩いの家」
桜台第一会館
毎週火曜・木曜 ９：３０～１１：３０
毎週金曜日
９：００～１１：３０

✿桜台三丁目交流サロン
桜台第二会館
１６日（水）１３：３０～１５：３０
※内容によって時間延長あり

水沢地区では今年度も、水沢マラソン大会を開催します。空と山が近い水沢の
風景を楽しみながら走ってみませんか？
日

時 12 月 13 日（日）受付９：００～（スタート １０：００～）
＊雨天中止
会
場 水沢小学校
参加無料！
距
離 2.8ｋm、5.6ｋm 8.4ｋm
申込期限 １2 月 9 日（水）
参加資格 四日市市在住または勤務している方（水沢地区の方は別枠で募集しています）
子ども（小学生）の部・大人（中学生以上）の部、男女各 30 名（先着順）
申込み・問合せ先 住所、氏名、電話番号、距離、性別、年代（子ども・大人）を電話か FAX にて
お伝えください。
水沢地区団体事務局（月・水・金 9：00～16：00）
・FAX

ホームページ https://suizawa-yokkaichi.com

✿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

11 月号
最初に地域の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止しておりました、学校体育施設

✿さわやかイキイキ教室
桜ヶ丘集会所
毎週月曜日

329-2323

１０：００～１１：００

※予定ですので開催については、

（体育館・テニスコート）の一般開放を今月１６日より再開いたしましたことをご連絡いたします。再

主催者にお問合せください。

開の要望は以前から強くありましたが、２学年の修学旅行を無事に終えることができましたので再開の
判断となりました。
次に、現在『三重県指針』Ver６が示され、徐々にではありますが感染拡大防止対策を徹底しながら、
日常生活を取り戻しつつある状況かと感じています。学校も現在、３年生は学校推薦型入試が始まり志
望校合格に向けて精一杯対策に励んでいる最中です。また、１年生・２年生は来月初旬から始まる期末

✿チェリークラブ✿
12 月 2 日（水）クリスマスブーツ作り
ふれあい遊び・読み聞かせ
9 日（水）クリスマス会
16 日（水）１２月生誕生会
ふれあい遊び・読み聞かせ
〔 １０：００～１１：３０
問合せ先：桜幼稚園

〕

✿あそぼう会✿
12 月 ３日、10 日、17 日、24 日
毎週木曜日 （３１日はお休みです）
〔 ９：３０～１１：３０ 〕
問合せ先：桜台保育園

考査に向けて学習に取り組んでおります。
最後に今月１１日（水）に人権講演会を予定しております。この記事が回覧された時には終わってい
ますが、今年度はＳＮＳ上での書き込みによって苦しむ人が近年増えている状況から、かつて自身もＳ
ＮＳで根拠がないにもかかわらず殺人犯扱いされ、誹謗中傷を受けた経験がある、スマイリーキクチさ
んにお話をしていただきます。講演を聞いた生徒がＳＮＳ上に流れる根拠のないうわさ話に惑わされる
ことや他人を傷つける文字を綴らないようになってもらいたいものです。
（四日市西高等学校）

３２６－４６８１

３２６－１５３３

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか

障害（児）者生活支援グループ ポップ 障害を持つ子と親のサークル のびっこ

～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～
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。
【親の会 のびっこ】
【親子遊び交流の場 ポップ】
日 時 1２月９日（水）１０：００～１２：００
中止
場 所 桜地区市民センター 和室

日

時 12 月６日（日）

９：００～１２：００

※小雨実施

場

所 天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）大池中学校南東約 350ｍ

内
容 除草および集草
持ち物等 作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機

ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞ
(5 月頃)

申 込 み 12 月２日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か E メールで、社会
教育・文化財課までお知らせください。自家用車をご利用の方は、８時 30 分までに文化財
整理作業所（寺方町字北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。
問 合 せ 四日市市教育員会 社会教育・文化財課 ３５４－８２３８
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

