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表彰おめでとうございます
去る１１月１日、四日市市文化会館で行われた平成２９年度自治会長大会において、
次の方々が表彰されました。
＜勤続１０年＞

＜勤続５年＞

池田

立志さん （共同） 家城 宏光さん （港）

大森

昌之さん

山川

鑛三さん （共同） 瀧

片野

洋志さん （共同） 佐藤 昭慈さん （同和）

堀

茂樹さん （同和） 安田

中村

宣喜さん （中央） 藤村 まさみさん（港）

山路

和良さん （浜田） 南野 尊俊さん （浜田）

(浜田)

有竹 正宏さん （浜田）
慎哉さん （共同）

和郎さん （中央）

長年にわたり地域のためにご尽力賜りありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
平成 29 年度子育て応援事業

中部すくすく＆マタニティ広場
日

時：１２月１５日（金）

午前１０時３０分～１１時３０分
場

所：中部地区市民センター

講

師：市立図書館

対

象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん

内

容：乳幼児絵本の読み聞かせ・手遊びの指導

※申込みは不要、参加は無料です。

４階 音楽室

児童室担当職員

★主任児童委員さんも参加されます。
★体重測定も出来ます。（母子手帳をお持ちください）
今後の予定：１月１９日（金）・２月１６日（金）
＜問合せ＞ 中部地区市民センター TEL354－0336 月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

。
回
覧

今後の予定:１０月２０日（金）・１１月１７日（金）
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平成２９年度成人講座

再掲

手作りしめ縄教室

１２月７日(木)

日 時：
午前９時３０分～1２時
場 所：中部地区市民センター３階会議室
講 師：伊藤 頼夫さん
内 容：正月飾りのしめ縄(２種類)をワラから手作りします
材料費：５００円（当日集めます）
定 員：２０名（先着順で定員になり次第、締め切ります）
持ち物：工作用はさみ・持ち帰り用の袋
対 象：中部地区に在住、在勤、在学の方

１１月１６日(木)午前９時より受付開始
＜問合せ・申込み＞
平成２９年度成人講座

再掲

中部地区市民センター TEL

354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

おせちづくり

１２月１１日(月)

日 時：
午前１０時～午後１時
場 所：中部地区市民センター ２階 調理室
講 師：白峰 圭子 さん（料理教室講師）
材料費：１,０００円 (当日集めます)
※当日のキャンセルは材料費をご負担いただきます
定 員：２４名（先着順で定員になり次第、締め切ります）
持ち物：エプロン・三角巾（スカーフ、手ぬぐい）
・ふきん・
台ふきん・筆記用具・お茶
対 象：中部地区に在住、在勤、在学の方

〈メニュー〉
１．お煮しめ
２．おめでた松竹梅
３．簡単ミートローフ
４．菊花かぶ
５．煮卵

１１月２１日(火)午前９時より受付開始
＜問合せ・申込み＞

中部地区市民センター TEL

354－0336

月～金 9 時～17 時（祝日を除く）

法務局からのお知らせです
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「法的相続情報証明制度」に閑する詳細は、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
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★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
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。
市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
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。

★マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について
市民課(℡354-8152 Fax359-0282)

◆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
★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについ
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
て 市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
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。
橋北小学校

給食パートを募集（１２月中旬からの勤務です）

◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間
◇時 間 給
◇申し込み

＝ 小学校給食調理員補助（給食パート）１名
＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
＝ 給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
＝ 午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間）
＝ ９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
＝ 応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。
◇応募期間 ＝ １１月２０日（月）～１１月３０日（木）

将来のライフプランを考え、今の生活も大切にしながら、起業したり、収入を増やしたりするために
は、何をすべきか考えます。
「起業に興味のあるあなた」、
「マルシェやフリーマーケットなどで活躍して
いるあなた」。講師の事例を踏まえ、ステップアップを目指しませんか。
日
場
対
講

時：平成２９年１２月１６日（土）午後１時３０分～３時００分
所：本町プラザ１階 ホール（四日市市本町９－８）
象：市内に在住・通勤・通学する女性（趣味・特技等を生かし起業を考えている方など）
師：森井 佳子さん（Up-Stage キャリアコンサルタント）
、
村木 祐加子さん（アメイジングファクトリー 書家）、
加藤 真理さん（ＮＰＯ法人ワークスタイル・デザイン代表）
託 児：有（無料。１０名程度。１２月１日（金）までに要申込み）
申込：電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、はもりあ四日市まで。
ご不明な点は、以下までお問合せください。
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 住所：四日市市本町 9-8 本町プラザ 3 階
☎：354-8331 FAX：354-8339 E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.shtml
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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。

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

TEL／FAX

323-0023

（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

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

相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活

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

「依頼会員講習会と新規登録会」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

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

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
託児

東館３Ｆ

電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

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

TEL／FAX

323-0023

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

※ふれあい中部の用紙は、再生紙を含む紙でできています。紙は大切な資源です。再利用に努めてください。
※当センターは駐車スペースが限られておりますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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