
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202１年 8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 

          

          

 

参加費無料 

申込み不要 

【第 1 部】 

☆受 付  ９：４５～ 

☆開 演 １０：００ 

☆対 象 3 歳～5 歳児と保護者 

☆定 員 20 組 

☆えんもく 

◎かくれんぼ 

◎おしゃべりかんこちゃん 

◎かぶらとにんじんとごぼうのおはなし 

◎とろぴかる・みゅうじかる 

【第２部】 

☆受 付 １１：００～ 

☆開 演 １１：２０ 

☆対 象 小学 3年生以下の児童と保護者 

☆定 員 20 組 

☆えんもく 

◎かくれんぼ 

◎ゾウのはなはなぜ長い 

◎ミザル・キカザル・イワザール 

新型コロナウイルス対策のお願い 

・検温、アルコール消毒にご協力をお願いします。 

・会場に入室の折には、必ずマスクの着用をお願いします。 

裏面もご覧ください 

◇開催日 ９月２５日（土） 
会  場 桜台第三会館（桜台保育園西隣） 

申込期間 9 月 1 日（水）～15 日（水） 

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～金曜日（祝日除く）１０：００～１６：００ 

 
参加費 

無料です 

桜地区民生委員・児童委員協議会 

◇日 時 ８月 2７日（金） １３：３０～１５：００ 

◇場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

◇内 容 介護予防の運動・レクリエーション 

     ストレッチ・筋トレ・脳トレ（手先を動かし脳に刺激）など 

◇対 象 おおむね 65歳以上の市民の方 

◇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。 

◇  四日市市役所 高齢福祉課   ３５４－８１７０ 

                  FAX ３５４－８２８０ 

 ※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。 

※感染拡大の状況や天候・災害などによる警報が発令された場合には中止・日程 

変更することがありますので、ご了承ください。 

介護予防ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による 

 

【一般書】 

 テスカトリポカ（直木賞） 

 星落ちて、なお（直木賞） 

 貝に続く場所にて（芥川賞） 

 彼岸花が咲く島（芥川賞） 

 

【児童書】 

 あいがあれば名探偵 

 はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ 

 いろどろぼう 

☆貸出期間の延長は、１回のみ、事務室にて受け付けます。※新刊の延長はできません 

☆貸出期間・・・１ケ月（新刊は２週間） ☆貸出冊数・・・１人３冊まで 

 

令和３年度 

第２回 

1部と 2部 完全入替え 

 

 

 

 

 

 

今年度は桜花台連合祭りとして、９月２５日(土)１０：００～１４：００ 

桜花台コミュニテイセンターにて作品展示のみ行います。 

皆さんの努力の成果をぜひ、ご覧ください。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

～ おともだちを作りに来ませんか ～  
１５日（水） 助産師相談 １０：００～１０：４５ 受付 

        さくらんぼクラブ １３：００～（個別相談） 

テーマ 栄養相談 

          講 師 伊藤管理栄養士 

定  員  ５組限定（完全予約制） 

 ２２日（水） おもちゃのチャチャチャ  ９：３０～ 

          テーマ おさんぽワンちゃん作り           

講 師 おもちゃドクターズ 

          定 員 ５組限定（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 ９：００～１４：００ ☆受付１３：００まで （土・日・祝日・医院休診日は閉所） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在の利用時間は９：００～１１：００、１２：００～ 

１４：００ （１１：００～１２：００は消毒・換気の時間とします） 

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。１か月前から予約受付します。 

≪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  

地域行事等における事故にご注意ください 
毎年、夏から秋にかけて、清掃活動などの地域行事が盛んに行われる中、以下のような事故が 

多数発生しておりますので、ご注意ください。 

 

  

 

 

 

本市では、地域活動中の事故等に対応するため、市民活動総合保険に加入しています。 

万が一事故が発生した場合は、下記の担当までご相談ください。 

 ☆問合せ先 四日市市役所 市民協働安全課 ３５４－８１７９ FAX３５４－８３１６ 

・自治会の除草作業でハチに刺された 

・草刈り機にあたってケガをした 

・地区運動会で転倒しケガをした 

・夏祭りの片付けでやぐらから転落してケガをした 

在宅医療市民啓発活動事業を補助します 
 

 

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）に 

かかる経費の一部を補助します。 

１．対象事業 

  令和３年１１月１日（月）～令和４年 3 月 31 日（木）に実施される事業 

          （※同一申請者(団体)による申請は、年度 2回までとします） 

２．応募資格  

  市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

３．補助限度額 

  活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助） 

  ただし、補助金額には上限があります 

４．募集スケジュール 

  10 月１５日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。

申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。 

５．応募書類 

  募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。 

  また、市のホームページからもダウンロードできます。 

☆問合せ先 四日市市役所 健康福祉課 ３５４－８２８１ FAX３５９－０２８８ 

      〒510-8601 四日市市諏訪町１－５ 

※市税など納付は、安心便利な口座振替をご利用ください。 

特別支援学校北勢きらら学園 学校労務員（バス添乗員）を募集します。 

  特別支援学校北勢きらら学園では、令和３年９月１日付けで任用を予定する学校労務員

（バス添乗員）を下記のとおり募集します。 

  任用期間、任用条件など詳しくは、公共職業安定所（ハローワーク）の求人情報でご確

認いただくとともに、応募の方はハローワークへお申し込みください。 
 

１．募集人員  １名（パートタイム） 

２．勤務場所  三重県立特別支援学校北勢きらら学園（四日市市下海老町高松 161） 

３．選考方法  面接によります。 

４．面接日時  随時（面接会場、時間等は、応募者に連絡いたします。） 

５．選考結果  選考後、速やかに本人に連絡します。 

また、不採用の方には履歴書を速やかにお返しします。 

６．問合せ先  北勢きらら学園事務室 須藤 ３２７－０５４１ 

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、 

引きこもりなどの相談を事前予約制（８月１６日締め切り）で受付けます。 

☆日 時 ８月２１日（土） ９：00～12：00 

☆場 所 桜地区市民センター 1階 和室 

☆相談員 松永高弘（クペリ代表理事・所長） 

☆主 催 一般社団法人子ども子育て・教育研究所(クペリ) 

☆後 援 公益財団法人ささえあいのまち創造基金＜ささえあい基金の寄付で運用しています＞ 

☆申込み・問合せ先 クペリ ０９０－９１８４－７０８８  E-mail：info@cperi.net  

＊新型コロナウイルスの感染状況により中止することもありますのでご了承ください。 
 

まっちゃんの子育て無料相談 

～一人で抱えずに不安を話してください！～ 

クペリ ホームページ 

QR コード 

 

mailto:info@cperi.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設 

 四日市市では、平日に市役所へお越しいただくこと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しています。（各地区市民センター月１回） 

 この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、

ご自宅宛てに郵送(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）。 

 ９月～1０月の予定と各窓口の連絡先は裏面のとおりです。事前予約制となりますので、申

請を希望される方は、各窓口へ電話予約（平日 8：30～17：15）してください。 

 

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現在有効な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（ケガ・病気で署名が出来ない場合） 

※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。（詳細はご予約時にご説明します） 

 

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 

開設日 場 所 

 ９月１２日（日） 【申込期限：９月 ３日（金）】 

１０月 ３日（日） 【申込期限：９月 24 日（金）】 
桜地区市民センター 

※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。 

 ※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、 

各センターへお願いします。（裏面参照） 

【問合せ先】 桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

（平日８：30～17：15） 

休日に地区市民センターで申請すると 

マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！ 

 とっても便利！ ３．センター開設日一覧表 開設時間【８：30～12：30 、13：30～17：30】 

 
 申込期限  電話番号 

4(土) 8/27(金) 水沢 329‐2001 

11(土) 

９/3(金) 

富田 365‐1141 

保々 339‐0001 

日永 345‐3197 

塩浜 345‐2403 

楠 398‐3111 

12(日) 

大矢知 364‐8704 

羽津 331‐4465 

海蔵 331‐3284 

川島 321‐3020 

桜 326‐2051 

18(土) 

9/10(金) 

八郷 365‐0259 

橋北 331‐3787 

県 326‐0001 

19(日) 

下野 33７‐0001 

中部 
354‐8152 

（市民課） 

23(木) 

9/14(火) 

常磐 351‐1751 

25(土) 
三重 331‐3276 

小山田 328‐1001 

26(日) 

 

富洲原 365‐1136 

神前 326‐2751 

四郷 321‐2021 

内部 345‐3951 

河原田 345‐5020 

 

 申込期限  電話番号 

2(土) 

9/24(金) 

富田 365‐1141 

下野 33７‐0001 

県 326‐0001 

3(日) 

八郷 365‐0259 

桜 326‐2051 

水沢 329‐2001 

塩浜 345‐2403 

9(土) 10/1(金) 
保々 339‐0001 

日永 345‐3197 

16(土) 

10/8(金) 

海蔵 331‐3284 

橋北 331‐3787 

楠 398‐3111 

17(日) 

大矢知 364‐8704 

常磐 351‐1751 

中部 
354‐8152 

（市民課） 

23(土) 
10/15(金) 

川島 321‐3020 

三重 331‐3276 

小山田 328‐1001 

24(日) 内部 345‐3951 

30(土) 

10/22(金) 

羽津 331‐4465 

神前 326‐2751 

河原田 345‐5020 

31(日) 
富洲原 365‐1136 

四郷 321‐2021 

 

９月 10月 

気象情報等により、休日におけるマイナンバーカード窓口の開設を下記のとおり、中止する場合があり

ます。（平日は通常窓口の稼働状況によりますが、利用者の安全確保のため、中止する場合があります。） 

その他、選挙の日程等でご予約の変更をお願いする場合があります。いずれもご予約の変更については、

個別にご連絡します。 

１．暴風警報および特別警報が発表されたときは、その時刻をもって休日におけるマイナンバーカード

窓口の開設を中止します。（ただし、終了時間間際については、この限りではありません） 

２．休日におけるマイナンバーカード窓口開設日の午前７時までに暴風警報および特別警報が解除され

ていないときは、8:30 受付分から 12:40 受付分までの休日におけるマイナンバーカード窓口の開

設を中止します。 

３．午前１１時までに暴風警報および特別警報が解除されていないときは、13:00 受付分以降も休日に

おけるマイナンバーカード窓口の開設を中止します。 

４．その他、気象状況、災害や感染症の拡大等の状況に応じて、利用者の安全確保のため、当該地域の実

情を判断し、窓口の開設を中止する場合があります。 


