
 

四郷郷土資料館の 1階廊下の両側面にこの度、四郷の生い立ちが分かる東日野遺跡、民俗行事である

四郷の三大祭をテーマにした写真パネルコーナーを新設しました。ぜひ見に来てください。 

＜テーマ①東日野遺跡＞ 東日野町丘陵部で発掘された、弥生時代から古墳時代にかけての「竪穴住

居址など東日野遺跡」数枚。 

＜テーマ②四郷三大祭り＞県指定無形民俗文化財「大念佛」（東日野町・西日野町）、東日野町神明神

社の「獅子舞」そして八王子町吉田神社の「虫送り（除虫祭）」の三大祭

りそれぞれ数枚。 

【勤続 10 年】 

  伊藤 篤さん （小鹿が丘） 

【勤続５年】   

  伊藤 巧さん （東日野町第一）      小松 隆一さん （東日野町第三） 

北川 絳さん （東日野町第五）      古川 久也さん （西日野町第六）   

伊藤 春樹さん（笹川八丁目）         久保田 正美さん（UR 笹川、AB 地区北東） 

山口 芳男さん（UR 笹川、AB 地区中央）  中西 英子さん （UR 笹川、C 地区南西） 

消しゴムハンコづくり講座  
季節のお手紙にもきっと大活躍のオリジナルハンコをつくって

みませんか。初めての方でも、楽しく作っていただけます。 

ささまる君も作れます！ 

☆日 時：12 月 4日（日）9：30 ～ 11：30 

☆場 所：四郷地区市民センター 2 階図書室 

☆講 師：小林 渚さん（こどもアート工房 STUDIO EDGE） 

☆内 容：名刺サイズ（約 5cm×9cm）の消しゴムを彫ってハ

ンコを作ります。 ※当日までにどんなハンコの絵柄に

するかイメージしておいてください♪ 

☆材料費：300 円 

☆対 象：四郷地区を中心とした住民の方 

（小学生以下の参加者は保護者同伴要。随時解散です。 

最後まで一緒に参加してください。） 

☆定 員：10 名程度（先着順） 

☆持ち物：筆記用具、彫刻刀（お持ちの方は持参ください） 

☆問合せ・申込み先：四郷地区市民センター 321-2021 

 

 裏面もご覧ください→ 

平成 2８年 11 月 20 日号 
四郷地区市民センター TEL 321-2021 

（開庁時間：8:30～17:15） 

四郷地区団体事務局 TEL 322-5675 

（開局時間：9:30～12:00／13:00～16:30） 

四郷地区 HP  http: //yogou-mie.com/ 
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おめでとうございます！ 
11 月 4日（金）に四日市市文化会館で四日市市自治会長大会が開催され、永年、自治会活動にご尽

力いただいた次の方々が表彰されました。 
 

 

おめでとうございます！ 
11 月 2日（水）に四日市市文化会館で四日市市社会福祉大会が開催され、地域住民の福祉向上の

ための取り組みや、社会福祉施設・福祉団体における活躍、ボランティア活動や共同募金運動などに

功績のあった次の方々が表彰されました。 

【四 日 市 市 長 表 彰】  宮本 昇さん （地域福祉活動） 

【四日市市社会福祉協議会会長表彰】  坂下 玲子さん（ボランティア活動） 

【四日市市社会福祉協議会会長感謝】  福岡 利樹さん（社会福祉施設長） 

◆開館日：毎週土曜日 9 : 00 ～ 16 : 00  ◆入館料：無料 

◆場 所：〒510-0943  四日市市西日野町 3375 番地 

◆問合せ先：四郷地区団体事務局  322-5675(月)～(金) 9 : 30 ～ 16 : 30 

      四郷郷土資料保存会 E-mail：yogo-kyodo-shiryokan@yogou-mie.com 

        

 

 

東 日 野 町 文 化 祭 
♥日 時：12 月４日（日）10：00 ～ 15：00 

♥場 所：東日野町公民館 

♥主 催：東日野町自治会女性部・イベント企画委員会 

♥問合せ先：東日野町自治会（伊藤   322-0122） 

【一人暮らしの方との交流会】12：00 ～ 13：00 

【簡単！フラワーアレンジメント♥】 

10：45 ～ 11：30 

造花を使って楽しくアレンジメントしましょう。 

先着 15名。参加希望者はペンチの持参を！ 

 
 

 

【作品展示】 

10：00 ～ 15：00 

※手作り品の販売 14：00 ～ 

【餅つき大会】 

1 回目 11：30 ～ 12：15 

2 回目 12：30 ～ 13：00 

【日用雑貨・野菜・果物の即売会】 

10：30 ～ 

※買い物袋、小銭をご用意ください。 

【カフェ】 

12：00～14：00 

再掲 

家屋を取り壊したときは、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 家屋係 354-8135、354-8138 

 

 

      
♪日 時：12 月 18 日（日）13：00 ～ 

♪場 所：ＵＲ笹川中央第一集会所（百五銀行となり） 

♪対 象：笹川住民とその家族 

♪内 容：ビンゴゲーム、アトラクション、食事 

♪入場料：小学生以上 500 円（ビンゴカード 1枚付き） 

       ※ＵＲ笹川自治会員は 400円 

      ※園児は入場無料です。ただし、ビンゴゲームに参加希望する場合は入場券が

必要となります。     

      ※追加のビンゴカードは入場料と同じ値段になります。 

♪主 催：ササミーゴス      ♪共 催：UR 笹川自治会 

♪協 力：おやじクラブ 

♪入場券の購入・問合せ先：ＵＲ笹川自治会（ 080-4543-3431） 

 

パソコンの一般的なことに関してわからないこと、お困

りのことはありませんか？ 

 四郷地区のホームページを作成しているメンバーが、実

演を交えながらアドバイスをします。 

 お気軽に立ち寄ってみませんか？ご自分のパソコンをお

持ちいただいても結構です。 

♠日 時：12 月８日（木）19：00 ～  

♠場 所：四郷地区市民センター 2 階図書室 

♠主 催：四郷地区ホームページ作成委員会 

♠問合せ先：四郷地区団体事務局 322-5675 
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今年も例年のように標記の大会を開催いたします。皆さん奮ってご参加ください。 

♣日  時：12月 25日（日）9：00 ～ 16：00   

♣場  所：四郷地区市民センター 和室 

♣参加資格：四郷地区及び周辺地区在住の囲碁愛好家 

♣会  費：一般参加 1,200 円・高校生以下 700 円 

♣主  催：四郷囲碁倶楽部 

♣申込み・問合せ先：12 月 19日（月）までに本田へ  321-8673 

 

 

 

経済的な理由で修学が困難な人を対象に奨学生を募集します。 

対象平成 29年度に大学、高校、特別支援学校の高等部、専修学校（修学年限 2年 

以上）などに進学する予定または引き続き在学しており、本人か保護者が市内 

に在住する人 

■貸与月額（予定） 

①大学、短大、高専（専攻科）･･･23，000円  

②高校、中等教育学校（後期課程）、高専（専攻科を除く）、 

特別支援学校高等部･･･12，000 円  

③専修学校専門課程（高校卒業後入学）･･･23，000 円  

④専修学校高等課程（中学校卒業後入学）･･･12，000 円   

その他平成 29 年度入学者には入学支度金も貸与します。採用は予算の範囲内で行

いますので、採用されない場合もあります。 

申請方法平成 28年 12月 1 日～平成 29年 1月 13 日に、市内の中学校または 

高校に在学する人は在学中の学校または直接教育総務課へ。それ以外の人は 

教育総務課へ （354-8236 FAX354-8308）  

■願書請求先 願書の郵送を希望される方は、120 円切手を貼った返信用封筒を同

封し、請求してください。 

〒510-8601諏訪町 1番 5 号教育総務課へ 

 

 

市内学童保育所の指導員を募集しています 
学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみ

ませんか。20 歳以上 65 歳くらいまでで、子どもが好きな人であれば、

どなたでも指導員として働くことができます。 

障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定

の働き方を希望する人（週に 1日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）

も募集しています。（※各学童保育所での雇用となります。また、勤務条

件はそれぞれ異なります。 

また、四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の

要領で指導員登録説明会を開催いたします。登録を行うと、指導員を募

集する学童保育所の紹介を市から受けることができます。 

年度ごとの登録になりますので、平成 27 年度に登録をされた人も改

めて登録をしてください。 

◇指導員登録説明会 

●日 時：12 月 3日（土）18：00 ～ 

●場 所：総合会館 ７階 第１研修室 

●申込方法：12 月 1 日（木）までに、住所、名前、電話番号(あれば

ファクス、Ｅメールアドレス)を、電話かファクス、Ｅメールでこど

も未来課まで  354-8069 FAX354-8061 

E メール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

  

市民課(354-8152  FAX359-0282) 

★マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★ 

マイナンバーカードを申請した人で、まだお受け取りいただいていない

場合には、市民課までご連絡ください。 

★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★ 

紛失した場合には、直ちに警察まで届け出をしてください。あわせて、

マイナンバーカードコールセンターに連絡し、カード機能の一時停止の手

続きを行ってください。なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要

になりますので、市民課へもご連絡ください。 

 

 

四日市市多文化共生サロンからご案内 

橋北子育て支援センター 子育て支援事業 

 
待ち遠しい赤ちゃんの誕生、楽しみと同時に不安な気持ちもあるかと思

います。子育て真っ最中の先輩ママさんと出会い、一緒におしゃべりした

り、赤ちゃんとふれあって、楽しいひとときを過ごしてみませんか。     

♥日 時：毎週水曜日  10：00 ～ 12：00 

♥場 所：橋北子育て支援センター 

♥問合せ先：橋北子育て支援センター 332-4527 

 

10 月 9日（日）、笹川東小学校で、「みんなの防災セミナー」を行いました。 

 当日は 82名の方の参加がありました。今年も四日市四郷高等学校や西笹川中学校

の生徒の方がたくさん参加していただきました。 

 今年は「防災セミナー」の企画の段階から、西笹川中学校の「多文化共生サークル」

のメンバーに参加していただきました。そして、若い世代の意見も取り入れながら『～

「災害」なんて怖くない！～全員で守る「SASAGAWA」』の内容を考えました。 

 今回、初めての取り組みとして「緊急時持ち出し品クイズ」を行いました。このク

イズは多文化共生サークルのメンバーであるジュニアサポーターが運営を担い、とて

も活躍してくれました。参加者からは、「毎回参加することで、知らなかった事を知

ることができ、とても良い体験ができた」という声がありました。 

 

笹川西保育園 給食調理員急募 
 笹川西保育園では、12 月からの給食調理員（臨時職員）を募集して

います。お心あたりのある方は、下記までご連絡ください。 

＜臨時給食調理員＞ 

  ♦募集人員：1名 

  ♦応募資格：資格は必要ありません 

  ♦勤務時間：平 日 8：30～17：15 

        土曜日 9：00～12：45（隔週） 

         月～金曜日（隔週の土曜日） 

  ♦応募方法：履歴書（指定様式なし） 

※その他詳細については、下記にお問い合わせください。 

♦問合せ先：笹川西保育園（富田） 322－1782 

             保育幼稚園課（稲垣） 354－8173 

 

 

 
 

本市では、ご自身の住民票・戸籍の証明などが第三者に交付された場合

に、交付があったことを本人に通知する本人通知制度（登録期間は 3 年間）

を実施しています。登録期間終了後も引き続き登録を希望される人は、更

新の申込みが必要です。 

更新の申込みには次のものをお持ちください。 

 

 

 

 

★登録満了日の 1 ヶ月前から更新の申込みができます。 

★更新については、市民課（市役所 1 階）のほか、地区市民センター（中

部地区を除く）、市民窓口サービスセンターでも申込みができます（新規

登録の手続きは市民課のみ扱っています）。 

登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は、廃止となる場

合がありますので、ご注意ください。 

市民課(354-8152 FAX359-0282) 

 

 

 

①四日市市本人通知制度事前登録（新規・更新）申込書 

②本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等） 

③四日市市本人通知制度 登録期間満了通知書（満了日の近い人に郵送

します。） 

 

～お互い、考えていることを聞き合いましょう～
♣日にち・場所： 

【笹         川】  12 月  ５日（月）  四郷地区市民センター  

  【高花平・小林町】  12 月  7日（水）   高花平中央集会所 

  【四         郷】  12 月  9日（金）  四郷地区市民センター 

♣時  間：19：00 ～ 21：00 

♣主   催：四郷地区人権啓発推進協議会 

♣問合せ先：四郷地区団体事務局 322-5675 

四郷地区人権啓発推進協議会   

再掲 

マイナンバーカードコールセンター 

0120-95-0178（無料） 

0120-601-785（FAX） 
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