お知らせ

令 和 ４年 ８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〉

みんなで遊ぼう！

子育て
支援事業

笹川保育園、民生委員児童委員、センター職員有志の劇団「かっぱっぱ」が、絵本の読みあそびを
行います！歌に合わせた手あそびや、絵本の読み聞かせなどで親子一緒に楽しんでいただけます。
ぜひ遊びに来てくださいね♪
日

時：９月 30 日（金）10：30 ～ 11：30（出入り自由です）

場

所：四郷地区市民センター ２階 ホール

内

容：かっぱっぱダンス、パネルシアター、大型紙芝居、手あそびなど

対

象：未就園児とその保護者

定

員：親子 15 組（先着順） ※参加費は無料です

共 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
申込み・問合せ先：四郷地区市民センター  321-2021
※当日は新型コロナウイルス感染予防のため、自宅で検温し、
マスク着用でお願いします。
状況により中止となる場合があります。

四郷地区市民センター駐車場整備工事のお知らせ
四郷地区市民センター駐車場の整備工事を下記の日程で行います。駐車場の台数が制限される場合があ
りますので、ご了承ください。
センターをご利用の皆さまには工事期間中ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
♠工事期間：10 月 21 日（金）まで
♠工事を行う時間：8：30 ～ 17：00
【問合せ先】四郷地区市民センター  321-2021

回
覧
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YOGO LIBRARY
四郷地区市民センターの 2 階には図書室があります。
また、新刊は１階事務室内にあります。１人３冊まで（新刊は１人１冊）、
貸出し期間は２週間です。ぜひお気軽にご利用ください。

四郷地区市民センター

（平日８：30 ～ 17：15）

室山町 645 番地１  321-2021 FAX 320-2090

内部保育園・笹川保育園の給食パート募集
◇募集職種：給食調理員（給食パート）各 1 名
◇業務内容：給食調理、後片付け、調理場清掃など
◇勤務場所及び時間
①内部保育園：８：30 ～ 15：00（労働時間６時間、１か月数日程度、土曜日はなし）
②笹川保育園：月～金…８：30 ～ 16：45（労働時間７時間 15 分）
土………９：00 ～ 12：45（労働時間３時間 45 分）
土曜日は隔週で出勤、土曜日２日勤務分を平日１日の振替休日でとっていただきます。
◇時 間 給：980 円（通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申込み・問合せ先
応募を希望される方は、各園に電話でお問い合わせください。
①内部保育園  345-5053
②笹川保育園  321-5410

四郷小学校・笹川小学校の給食パート募集
◇募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）各１名
◇業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
◇勤 務 日：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇勤務時間：８：30 ～ 15：15（労働時間６時間）※変更の可能性あり
◇時 間 給：1,040 円（通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給）
◇そ の 他：笹川小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により
他の市内小学校に勤務することがあります。

10 月上旬
からの
勤務です

社会保険に加入していただきます。
◇応募期間：８月 29 日（月）～ ９月９日（金）
◇申込み・問合せ先
応募を希望される方は教育総務課（ 354-8236）に電話のうえ、履歴書を提出してください。
書類選考のうえ、面接を実施します。
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がん検診の申し込みはお済みですか？
四郷地区市民センターでの集団検診は 11 月 1 日（火）、4 日（金）、7 日（月）、
8 日（火）、9 日（水）
、11 日（金）
、15 日（火）、16 日（水）です。
市ホームページ、健康づくり課、各地区市民センターで申し込みができますので、
お早めにお申し込みください。便利な Web 申し込みもご利用ください。
※一部定員に達した検診もありますので、ご了承ください。
詳細は広報よっかいち 4 月下旬号同時配布の「がん検診のお知らせ」をご覧くだ
さい。
【問合せ先】健康づくり課

 354-8282 FAX 353-6385

Web 申込み

近年、当消防本部管内に居住や観光のため、外国人の方が増加しています。
三重北消防指令センター（四日市市消防本部・桑名市消防本部・菰野町消防本部）では、日本語が理解
できない外国人の方から 119 番通報がしやすいしくみとして、三重県内で初めて「三者間電話通訳シス
テム」を導入しました。
【システムの概要】
外国人の方からの 119 番通報時、迅速に災害・救急要請現場への消防職員を出動させるため、電話
通訳センターを介して、24 時間 365 日主要な言語で対応するものです。

【対応言語】21 か国語
英語、中国語（北京語）
、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、ミャンマー語、
クメール語、タガログ語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリ
ア語、ロシア語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語
●近くに日本語で意思疎通が可能な方がいる場合は、その方に 119 番通報を依頼してください。
●通報は慌てず落ち着いておこなってください。住所や現場の目標物を伝えてください。
●電話通訳センターと接続する間、一時無音になりますがそのまましばらくお待ちください。
【問合せ先】三重北消防指令センター  325-3119
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あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！
「マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということはありませんか？
そんな方のために、商業施設などに出張してマイナンバーカードの申請サポートを実施します！
サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！この機会にぜひ出張申請サポートを
ご利用ください！
◆サポート内容
・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い
・インターネットでの申請のお手伝い
・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜きおよび貼り付け
・交付申請書送付用封筒（切手不要）のお渡し
・マイナンバーカードに関する相談・案内など
◆マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表
四日市自動車学校
10：00 ～ 18：00
イオンモール四日市北
１階専門店通路

1９月
1９月

2１日（木） 2２日（金）
2３日（土） 2４日（日） 23 日（金・祝）
24 日（土） 25 日（日）

10：00 ～ 18：00

アピタ四日市店

10 月

2８日（土） 2９日（日） 10 日（月・祝）

11 月

19 日（土） 20 日（日）

２階休憩スペース 1

2

（西側エスカレーター付近）
10：00 ～ 15：30

19 月

市民窓口サービスセンター前

2８日（木） 2９日（金） 15 日（木） 16 日（金）
22 日（木）

（近鉄四日市駅高架下）
16：30 ～ 19：00
アピタ四日市店 ２階休憩スペース

1９月

（西側エスカレーター付近）
10：00 ～ 18：00

10 月

10 日（土） 11 日（日） 29 日（木） 30 日（金）
2６日（木） 2７日（金） 13 日（木） 14 日（金）
20 日（木） 21 日（金） 27 日（木） 28 日（金）
2３日（木・祝）2４日（金） 10 日（木）

11 月

イオンタウン四日市泊
９月⇒２階グリーンスペース
（フードコート付近）

イオン四日市尾平店
（1 階中央エスカレーター下）
10：00 ～ 18：00

17 日（木） 18 日（金）

24 日（木）

25 日（金）

1９月

17 日（土） 18 日（日） 19 日（月・祝）

10 月

15 日（土） 16 日（日） 29 日（土） 30 日（日）

10・11 月⇒１階中央イベント広場
10：00 ～ 18：00

11 日（金）

11 月

12 日（土） 13 日（日） 23 日（水・祝）
26 日（土） 27 日（日）

10 月

2１日（土） 2２日（日） 22 日（土） 23 日（日）

11 月

2５日（土） 2６日（日）

【問合せ先】マイナンバーカードサービスセンター

 340-8371
-4-

食生活改善推進員 養成講座「栄養教室」受講生募集
「食」を通じた健康づくりのボランティア『食生活改善推進員』を養成するため、
栄養教室を開講します。
食生活改善推進員は、自分自身や家族、地域の健康づくりのため、
「日頃の食生活
の大切さ」を伝える活動をしています。
◆対象者：受講後に、四日市市食生活改善推進協議会の会員としてボランティア活動ができる、
市内在住の18歳以上の人（※過去に受講したことのない人）
◆日

時：①９月28日

②10月19日

⑥令和5年1月11日

③11月16日

④12月７日

⑤12月21日

⑦令和5年1月25日（全７回）いずれも水曜日

９：30 ～ 12：30
◆場

所：四日市市総合会館（８階 第４会議室）

◆内

容：健康づくりや食生活、調理等に関する講義
（※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調理実習は行いません）

◆定

員：15名（４名以上の申し込みで開催。申し込み多数の場合は抽選）

◆料

金：１,000円

◆申込み：９月 12 日（月）〔必着〕までに、健康づくり課窓口か、はがき、電話、ファックス
で、名前（ふりがな）、年齢、住所、電話番号、「栄養教室受講希望」と明記のうえ、
お申し込みください。参加の可否は全員へ通知します。
※災害・感染症等により、内容の変更や教室を中止する場合があります。
【申込み・問合せ先】健康づくり課
〒510-8601 諏訪町 1-5

 354-8291

FAX 353-6385

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！
【開館時間】
第 1 部 9：00 ～ 11：30

第 2 部 12：30 ～ 14：00

第 3 部 15：00 ～ 18：00

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

9 月 4 日（日）

なかよし広場

対象/子育て中の保護者

10：00 ～ 11：00

保護者、地域の人、みんなで交流しましょう。定員/当日先着 10 組
今月は 3B 体操の用具を使って、楽しく体を 協力/（公社）日本 3B 体操協会

9 月 10 日（土）

動かします。

三重県支部三重北勢グループ

お月見どろぼう

対象/子ども（概ね 3 歳以上）

16：00 ～ 17：00 十五夜のお供え物をあつめよう。

定員/当日先着 50 名

9 月 19 日（月）

対象/どなたでも

えほんのひろば

10：30 ～ 11：00 おはなしとわらべうたであそびましょう。

定員/当日先着 10 組

9 月 28 日（水）

対象/小学生

おもしろ運動会

15：30 ～ 16：15 少し変わった競技を楽しもう。

定員/当日先着 16 名

※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
状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にて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/
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1

上下水道局職員を装った訪問販売などにご注意ください！
最近四日市市内において、上下水道局職員や委託業者を装い、
「水道の切替工事」と称して住宅や

敷地内に立ち入り、浄水器の購入を迫る訪問販売が発生しています。
上下水道局職員や水道メーターの検針員は職員証を携帯していますので、ご不審に思われたとき
は、職員証の提示を求めるか、お客様センター、業務窓口までご連絡いただくとともに、市民・消
費生活相談室にもご相談ください。
【問合せ先】上下水道局 お客様センター  354-8355
業務窓口
市民・消費生活相談室

 354-8372
 354-8147

人権擁護委員による特設相談を行います
人権擁護委員は、人権にかかわる活動をしている民間のボランティアです。地域の皆さんから人権
相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済に向
けた取り組みをしています。
人権相談にも様々なものがあります。セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インター
ネットでの誹謗中傷、差別など、お困りやお悩みの際はご相談にお越しください。人権擁護委員の活
動も紹介しています。
💛日時：９月８日（木）10：00 ～ 15：00
💛場所：お近くの人権プラザへ（下記の４か所があります）
人権プラザ天白（日永２丁目５−15） 人権プラザ赤堀（赤堀３丁目１−21）
人権プラザ神前（寺方町 2281）
【問合せ先】人権センター

 354-8609

人権プラザ小牧（市場町 1041−24）
E メール jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp

人権プラザ小牧
人権プラザ赤堀

人権プラザ神前

人権プラザ天白

『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
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まもるぞ！
わが町

