
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 24日（日）9：00 ～ 16：00   

♣場  所：四郷地区市民センター 1 階 和室、2 階 図書室 

♣参加資格：四郷囲碁倶楽部会員・四郷地区及び周辺地区在住の囲碁愛好家 

♣会  費：会員 1,000 円・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 18 日（月）までに本田へ 321-8673 
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♣日  時：12 月 7 日（木）19：00 ～ 21：00 

♣場 所：四郷地区市民センター 2 階ホール 他 

♣講 師：四日市市障害福祉課 浅野 幹夫 さん 

♣内 容：講演会「障害者差別解消法とは」、グループ別討議 

♣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 

 

♠日 時：12 月 15 日（金）14：00 ～  

♠場 所：四郷地区市民センター 2 階調理室 

♠講 師：花舎エンジェルブーケ主宰 伊藤 恭子さん                   

♠材料費：1,000 円 

♠持ち物：汚れても良い服装、はさみ、新聞、持ち帰り用の袋 

♠定 員：四郷地区を中心とした住民 16 名 ※先着順。12 月 5 日（火）申込み締切 

♠問合せ・申込み先：四郷地区市民センター 321-2021   

 

 

【勤続 15 年】 

朝妻 泰孝さん（笹川連合） 

【勤続 10 年】 

眞弓 佳博さん （四郷連合）         北川 良一さん（西日野町第三） 

【勤続  5 年】 

    

 

裏面もご覧ください→ 

平成 29 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 1 日（水）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。 
 

 

♥日 時：12 月 3 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！手芸♥】来年の干支を巻いてつくる 

「まきまき手芸！」 

10：45 ～ 11：30 

先着 20 名 

 
 

 

【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 

      
♪日 時：12 月 17 日（日）10：00 ～ 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。     

♪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（090-4184-8101） 

 

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 14 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 

 

 

四郷地区人権啓発推進協議会   
再掲載 

  今年は障害者差別解消法をテーマに、人権について互いの理解を深めます。お気軽にご参加ください。 

 

 

 よごうエコ＆グリーン教室 第2回 

自然素材を使って、スタイリッシュで華やかなしめ縄飾りを作りませんか。 

洋風のお住まいにもぴったり似合うデザインです。 

 

申込要 

      

再掲載 

斉藤 浩一さん  （笹川三丁目）       日高 やす子さん（UR 笹川【C 地区北】） 

吉田 エリオさん（UR 笹川【D地区東】） 
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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意欲

のある人を募集しています。有資格者や２年以上の経験のある人なら、

研修を受けて放課後児童支援員になることができます。 

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。 

注：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。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 28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 16 日（土）18：00～ 

●場 所：四日市市文化会館 第 4ホール 

●申込方法：12月 14日（木）までに、住所、名前、電話番号(あれ

ばファックス、Ｅメールアドレス)を、電話かファック

ス、Ｅメールでこども未来課まで 

354-8069・FAX354-8061 

E-mail：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

  
 

①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、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。 
②マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわ

らず、市役所から受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課・

地区市民センター（中部を除く）・市民窓口サービスセンターまでお問い

合わせください。 

※マイナンバーカードを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」

の名前・住所などに変更があると、申請は受け付けされません。 

 

 

◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます 

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番

号カード交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効期限が平成

29 年 10 月 4 日になっている場合でも、平成 31 年 5 月 31 日まで切手を貼らず

に、そのまま使用することができます。 

◆送付用封筒の材料をダウンロードできます 

下記のサイトから、封筒作成の材料をダウンロードいただけます。 

【マイナンバーカード総合サイト】 

https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

※トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の「封筒材料

のダウンロードはこちら」をクリックしてください。 

 

■問合せ先：市民課 354-8152・FAX359-0282 

 三重県出身の作家であり、四日市市観光大使である伊吹有喜 

さんに、四日市市の思い出や作家のお仕事について、対談の形 

で語っていただきます。 

★日 時：平成30年2月10日(土)  

14：00 ～ 15：30（13：30開場） 

★場 所：四日市市文化会館 第3ホール 

★講 師：伊吹有喜さん 

聞き手は雑誌『文化展望・四日市 ラ・ソージュ』 

編集委員 黒田加恵さん 

★定 員：80人（申込制・先着順）  ★料 金：無料 

★申込み：11月14日以降に住所、名前（最大4人まで）、電話

番号、伊吹さんに質問したい事項をメールかファク

ス、または臨時予約貸出窓口にてお申込みください。 

★問合せ先：市立図書館 352-5108・FAX352-9897 

         E-mail：tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp  

月曜日・第 2・4火曜日休館 

 

子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

♠場  所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館 3F 

♠申込方法 ：電話、FAX にて平成 30 年 1 月 13 日(土)までにお申し込みください。 

♠テキスト代：2,050 円 

♠そ の 他 ：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。 

♠申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター ・FAX323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

日時 内容 

1/20(土) 9：30～16：00 相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活 

1/21(日) 10：00～16：00 子どもの心と身体の発達・小児看護 

1/27(土) 10：00～15：30 子どもの世話(あそび)・発達障害について～その子どもとの接し方～ 

1/28(日) 10：00～15：30 子どもの病気・子どもの心に寄り添う 

2/ 3(土)  9：30～15：00 
子どもの安全と事故・救急法 

援助活動を円滑に進めるために 講習のまとめ 

 

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域

で支えあう会員組織です。 

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？

受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、援助会員

として登録できます。１講座からでも受講できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規援助会員講習会のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、 
平成 28 年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。新たに依頼会員として登録される
方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。 

♠日 時：平成 30 年 2月１0日(土) 13：00～15：00  

＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。    

♠場  所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館 3Ｆ 

♠定  員：会場の都合により、30 名程度といたします。(先着順に受け付けます)    

♠申込方法：電話、FAXにてお申し込みください。   

♠託  児：有り/無料 ※事前にお申し込みください。 

♠申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  /FAX 323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください 
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 

四日市市家庭児童相談室 : 354-8276 

●こどもの虐待防止ホットラインよっかいち : 353－5110 

●児童相談所全国共通ダイヤル１８９又は 0570-064-000 

（24 時間 OK）お近くの児童相談所につながります。 

 

ご存知ですか？ 

全ての人に「児童虐待通告」の 

義務があります！ 
 

ひんぱんにケガややけどを

している 

 

よくおびえた 

泣き声が聞こえる 

 
こんな時間にこどもだけ？

（深夜のコンビニ） 

 

いつも衣服が 

汚れている 

 

家に帰りた

がらない 

 

べたべた大人に甘える 

（または、体に触れることを極端にイヤがる） 

 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 
 

相続登記をお忘れではありませんか？ 

 不動産を相続した後，長期間相続登記をせず，放置しておくと… 

 ①更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。  

②相続登記の手続費用が高額になる。 

 ③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。    

④不動産が適正に管理されず，荒地や空き家等が増え，環境が悪化する。 

といった様々な問題が発生する可能性があります。 

大切な不動産を次世代に引き継ぐため，相続登記の手続を進めましょう。 

 

また，相続手続を簡素化することを目的として，「法定相続情報証明制度」

を開始しました。この制度は，戸籍などの書類を基に，法務局が法定相続

人が誰であるのかを確認し，戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で発行する

ものです。相続登記はもちろんのこと，金融機関における預貯金の払戻し

等，様々な相続手続で御利用いただけます。 

「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は，法

務局ホームページをご覧ください。 

 

◇「未来につなぐ相続登記」～次世代を担う子どもたちのために～ 

【問合せ先】津地方法務局四日市支局 059-353-2237 

 

市内学童保育所の指導員を募集しています 
 


