2021 年 2 月 20 日号

＊「令和３年度ごみ収集日程表」＊
「広報よっかいち」３月上旬号と同時配布されます。

３月３日(水)１０時から智積町公
会所で予定していたさくらワク
ワク元気講座は中止させていた
だきます。
問合せ：桜在宅介護支援センター
３２６－６６１８

※１年間使用します。
大切に保管してください。
※ごみの分別については
「ごみガイドブック」を
ご活用ください。

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。

卒園式・卒業式のご案内
四日市西高等学校
桜中学校
桜小学校
桜台小学校

３月 １日（月）
３月 ８日（月）
３月１９日（金）
３月１９日（金）

桜幼稚園
桜台保育園
桜あおい幼稚園
ローズ幼児園

３月２２日（月）
３月２６日（金）
３月１６日（火）
３月２４日（水）

さくらワクワク元気講座
中止のご案内

✿チェリークラブ✿

✿あそぼう会✿

３月３日（水）３月生まれ誕生会
園児交流
〔 １０：００～１１：３０ 〕

３月４日（木）、１１日（木）、
（１８日、２５日はお休み）
〔 ９：３０～１１：３０ 〕

問合せ：桜幼稚園
３２６－１５３３

問合せ：桜台保育園
３２６－４６８１

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～

３．１１（木） 訓練を実施します

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。

午前９時から「津波警報」のサイレンが鳴ります

【親の会 のびっこ】
日時 ３月９日（火）１１：００～１２：００
場所 桜地区市民センター 和室

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発災から、今年で 10 年の節目となることを契機とし
て、三重県北勢市町において、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて「津波警報」のサ
イレンを約１分間吹鳴します。
避難訓練は行いませんが、情報が届いたとき、避難のための行動がすぐにとれるか、避難グッ
ズは備わっているか、皆さんも確認しておきましょう。

【放

送

内

桜地区いきいきサロンのご案内

容】

こちらは広報よっかいちです。只今から、訓練放送を行います。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）
」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。
これは訓練放送です。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）
」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。
こちらは広報よっかいちです。これで訓練放送を終わります。
下りチャイム。
【問合せ先】危 機 管 理 監 危 機 管 理 室

回
覧

354-8119

【親子遊び交流の場 ポップ】
中止

✿桜花台ふれあいサロン 桜花台コミュニティセンター
４日(木)
１０：００～１１：００
２５日(木) 体操 １０：００～１１：００
おしゃべりサロン お休み

×２回

お休み

✿山上いきいきサロン 山上公会所
１２日(金)
１５日(月)

✿ミニデイサービス「ともだちの和」 桜台第一会館
お休み

×１回

お休み

お休み

✿桜台三丁目交流サロン 桜台第二会館

✿智積第６いきいきサロン 四日市友の会

お休み

お休み

✿桜台バドミントンクラブ 桜台小学校 体育館

✿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
毎週金曜

９：３０～１１：３０
９：００～１１：３０
✿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

１３：３０～１５：３０
９：３０～１１：３０

✿ほっとカフェ''ぽかぽか'' 桜町南公民館

✿桜南ほかほかクラブ 桜町南公民館

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

✿一色いきいきサロン 一色第一公会所

毎週木曜日
１９：００～２１：００
毎週日曜日
１３：００～１６：００
4 日(木)、7 日(日)、11 日(木)、
14 日(日)、18 日(木)はお休み

※予定ですので開催については、主催者にお問合せください。

◇四日市市役所 市民課からのおしらせ◇
２月号

◆マイナンバーカードの申請方法について

三重県に緊急警戒宣言が出され、新規感染者が県内でも０人にならないなか、今月３日には令和
３年度入学生の前期選抜を実施しました。来月には後期選抜も予定されています。どの職場も大変
な状況が続いていることでしょうが、従来の入試業務に加えて感染防止対策を施しながらの実施で
教員の負担も増えています。
また３月は卒業式も予定されています。本来であれば卒業生を多くの関係者で祝福し門出を祝う
高校最大の行事ですがコロナ禍の状況でどうもそのようにはいかないようです。
さて大学入学共通テストは紆余曲折を経て全国の受験生が不安の中で実施されました。もうすぐ
国公立大学の２次試験が始まります。本校も４０人近くが出願予定だと聞いています。最後の最後
まで努力した生徒にそれぞれの春が訪れることを願って止みません。
地域の皆様、引き続き本校生徒へのご理解・ご支援をよろしくお願いします。
四日市西高等学校

桜地区では、平成 27 年 9 月 18 日に土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域(通称：レッド
ゾーン)の指定が、三重県によって行われました。
四日市市は、がけ崩れ等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、市民の
生命・財産を守るため、危険住宅を除却し、安全な住宅への移転(建て替え)を促進することを目
的とした事業を行っています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
①

規制
新築・増築などの工事を行う場合に建築物が構造規制を受けます

土砂災害特別警戒区域
（通称：レッドゾーン）
に指定された区域

問
合
せ
先

補助
住宅の除却、建て替え費用の一部が助成されます
(1)除却等費
最大９７．５万円
(2)建設助成費（一般地域）
最大 ４２１万円

マイナンバーカードは、通知カード(または個人番号通知書)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ついて
全国の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)で、住民票の写し
や印鑑登録証明書などの証明書が取得できます。※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。

◆コンビニ交付サービスの一時停止について
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
令和３年３月１２日（金）、１６日(火)、１７日（水）終日

☆問合せ先

四日市市役所

市民課

３５４－８１５２

FAX３５９－０２８２

②

指定区域に関すること

三重県 四日市建設事務所 総務・管理室 管理課

☎ 059-352-0667

支援措置に関すること

四日市市 都市整備部 建築指導課 建築調整係

☎ 059-354-8206

構造規制に関すること

四日市市 都市整備部 建築指導課 建築確認係

☎ 059-354-8208

カナダ体操チーム応援メッセージの募集
今年７月に四日市市で東京 2020 オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チームに向けた
「応援メッセージ」を募集します。
ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホ
ームページなどの広報物に掲載する予定です。
ご応募いただいた方全員に、
「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」
（1 人 1 回まで）を
お送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカナダ体操チームか
らのプレゼントもあります。
■募集期間：２０２１年５月３１日（月）まで（必着）
応募方法：メールまたは郵送
応募方法等詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
問合せ先：〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市役所 国体推進課 ３５４－８４６２ FAX:３５４－８３３８
メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
ＨＰＩＤ：1608864196356

●火災の発生状況
令和２年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９０件です。このうち建物火災が５０件
で、主な出火原因は、放火（疑い含む）、たき火、たばこになります。

●住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
≪３つの習慣≫
① 寝たばこは、絶対やめる。
② ストーブは、燃えやすいものから離れた
位置で使用する。
③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す。

≪４つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ
ために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るため
に、隣近所の協力体制をつくる。

●四日市市消防本部公式チャンネル
当消防本部ではホームページ内に YouTube チャンネルを開設し、様々な広報用動画を配信して
います。現在、消火器の取扱いをはじめ、消防用設備の取扱い動画を配信しております。
コロナ禍で集まっての訓練が困難であるため、広報用動画を参考にしてください。
四日市市消防本部公式チャンネル
【https://www.youtube.com/channel/UCamPmftadFCPlONeodrqJmw】

■問合せ先：四日市市消防本部予防保安課 ３５６－２０１０

FAX３５６－２０４１

