お知らせ

令 和 3 年 11 月 20 日 号
四郷地区市民センター
TEL 321-2021・FAX 320-2090
四郷地区団体事務局
TEL・FAX 322-5675
四郷地区 HP http: //yogou-mie.com/

再掲載

クリスマスリース作り教室

自然の「つる」と、「ドングリ」や「松ぼっくり」など木の実を使って、手づくりの「クリスマスリース」
を作ってみませんか。
日 時：12 月５日（日）14：00 ～ 15：30
場 所：四郷地区市民センター ２階 ホール
対 象：四郷地区を中心とした住民（小学校３年生以下は保護者が同伴してください）
定 員：12 名〔先着順。11 月 30 日（火）申込み締切〕
材料費：1,500 円（当日お持ちください）
講 師：樹木医 早野 愛花 さん
持ち物：汚れても良い服装、はさみ、グルーガン（お持ちの方）、軍手、持ち帰り用の袋

子育て支援事業
♪日
♪場
♪内
♪対
♪共

時：12 月 4 日（土）10：30 ～（約 1 時間）
参加費
所：四郷地区市民センター ２階 ホール
無料
容：人形劇団むすび座による人形劇
「金のガチョウ」
「せんたくかあちゃん」
象：４歳くらいから小学生までの児童とその保護者 ♪定 員：親子 25 組（先着順）
催：四郷地区民生委員児童委員協議会・笹川保育園子育て支援センター・四郷地区市民センター

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。状況により、
中止となる場合があります。
【申込み・問合せ先】四郷地区市民センター  321-2021（平日 8：30 ～ 17：15）

11 月 13 日（土）
、
「日野親睦会」の皆さんがセンター敷地内にきれいな花々を植えて
くださいました。
センターがとても華やかになりました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

回
覧
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笹川防犯パトロール活動中！

地域マネージャー通信 No.１

笹川安全なまちづくり委員会では、笹川地区の安全で安心な住みよい
地域づくりのため、毎月 10 日、20 日に防犯パトロール活動を行なって
います。徒歩でのグループによるパトロールと、青パト（青色回転灯搭
載車）によるパトロールです。これから益々寒くなる季節ですが、元気
に活動されています。活動を見かけましたら「パトロールありがとう」
と声を掛けてください。
きっと寒い夜道を歩く委員さんに温かい励みとなるでしょう。
―今夜もパトロールありがとうございます―
地域マネージャー 清水秀樹

まもるぞ！
わが町
『分団員になって、四郷地区を守ってやるぞ！』という方、ぜひご連絡ください。
☆連絡先：分団長

川村正仁

 090-1745-3724

マイナンバーカード申請の前にご確認を！
はじめてマイナンバーカードの交付を申請する際には、平成 27 年 10 月中旬以降に世帯ごとに郵送さ
れた（紙の）「通知カード」
（※）が入った書類が必要となります。
この「通知カード」等の書類が、お手元に見当たらない場合は、前もって市民課（354-8152）に
ご相談ください。
（※）令和２年５月以降は「個人番号通知書」という形式になっています。

【問合せ先】市民課

 354-8152

笹川学童保育会 学童スタッフ募集
❖募集職種：小学生の放課後の保育（2～3 名）
❖勤務場所：笹川学童保育会（笹川９丁目 7-1）
❖勤務時間：平日 14：30 ～ 19：00（内 4 時間程度）
土曜日・春休み・夏休み・冬休み 8：00 ～ 19：00（内６～８時間）
❖休日：日曜日・祝日・他
❖時給：900 円 ～（研修期間あり）
❖待遇：交通費規定支給
❖就業時間は相談に応じます。
❖応募：詳細は面談にて。まずはお気軽にお電話ください。
【問合せ先】笹川学童保育会 ・FAX 340-6228（平日 10：00 ～ 19：00）

四郷学童保育所 学童スタッフ募集
❖募集職種：小学生の放課後の宿題や遊びの見守り、保育
❖勤務場所：四郷学童保育所（西日野町字里中 3084-3）
❖勤務時間：平日 13：30 ～ 18：45（内 4～6 時間）
土曜日・春休み・夏休み・冬休み 8：00 ～ 18：45（内 6～8 時間）
❖休日：日曜日・祝日・お盆・年末年始
❖時給：900 円 ～（試用期間あり）
❖待遇：交通費規定支給、昇給あり
❖シフト制。時間・勤務日数は相談に応じます。
❖応募：資格不要。大学生、専門学生も大歓迎。事前見学可。
【問合せ先】四郷学童保育所 ・FAX 322-5171（平日 12：00 ～ 18：45）
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こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。
主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを
開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施していま
す。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施
設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！
【開館時間】
＜第 1 部＞9：00～11：30
＜第 2 部＞12：30～14：00
＜第 3 部＞15：00～17：00
各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。
【主なイベント日時・内容】
料金：無料
12 月 5 日（日）
10 : 00 ～ 11：00

てづくり広場
対象/保護者
今月は、クリスマスに向けた制作をしま 定員/当日先着 8 組
す。保護者同士交流しましょう。

12 月 11 日（土）～
12 月 12 日（日）
13：00 ～ 14：00
15：00 ～ 16：30
12 月 13 日（月）～
12 月 17 日（金）
15：30 ～ 16：30

漢字の迷宮
対象/小学生
12 月 12 日は漢字の日。漢字にまつわ
るクイズやミッションをクリアしよう。

12 月 19 日（日）
10：00 ～ 17：00

くらしの工夫と思いやり
みんなが暮らしやすくなるためのいろ
いろな工夫をみつけて、思いやりマイス
ターになろう。
プラザフォトスポット
12 月にちなんだ顔はめパネルが登場す
るよ。お誕生日用のパネルもあるよ。

対象/小学生
定員/各回当日先着 10 名
協力/三重県介護福祉士養成施設
協議会
対象/どなたでも
定員/1 回につき 1 グループ 5 名
まで

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント
実施状況等詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。
【問合せ先】こども子育て交流プラザ（東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階）
 330-5020 FAX 334-0606 ホームページ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか
♣日

時：12 月 12 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

ノハナショウブ（５月頃）

♣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
♣申 込 み：12 月 8 日（水）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、
８：30 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。
【問合せ先】社会教育・文化財課
 354-8238 E メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
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家屋を取り壊したときはご連絡ください
家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため市役所資産税課 家屋係 までご連絡く
ださい。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。
【問合せ先】資産税課  354-8135・354-8138

性の多様性（LGBT）に関する相談が LINE からもできます
三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」が性的少数者（LGBT）のための LINE による SNS 相談
窓口を開設しました。
「こころの性とからだの性が一致せずに悩んでいる」、「同性が好きなことを打ち明けづらい」など性の
多様性に関することで悩まれている方はご相談ください。周囲の方からの相談もできます。
●LINE による相談
二次元コードを読み取り、
「みえにじいろ相談」を友だち登録。
●相談受付時間
毎月第２金曜日 14：00 ～ 20：00
第４日曜日 13：00 ～ 19：00
【問合せ先】三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」  059-233-1131

ごみの出し方、もう一度ご確認を
先日、ある地区のごみ集積場で、ごみが散乱しているという連絡がありました。その内容物から、他の
地区の住民のお名前、ご住所がわかるものが見つかりました。
ごみは、決められた日の朝 8 時 30 分までに、決められたものを、決められた集積場に出していただく
ようお願いしています。悪質な場合は、不法投棄として警察に通報することもあります。
市では、ごみの出し方をわかりやすくまとめた動画を 8 月から配信しています。日本語を含めて 8 か国
語（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語）に対応していま
す。7 月にお配りした「ごみガイドブック」と合わせて、ごみの出し方をもう一度ご確認ください。ごみ
集積場は市民の皆さまの生活に必要なものです。適切な利用をお願いいたします。
【問合せ先】生活環境課
※動画はこちらから

 354-8192

乾電池は資源物としてお住いの地域の集積所に 2 週間に 1 回出すことができるように
なりましたので、地区市民センターでの回収はしていません。
透明または半透明の袋に入れて袋に「乾電池」と表記してください。
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乾電池

