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＜卒業式・卒園式のご案内＞
おめでとうございます
３月

６日（金）

3 月１９日（木）

中部中学校

３月１８日（水）

海の星カトリック幼稚園

港中学校

３月２３日（月）

四日市幼稚園

中部西小学校

３月２１日（土）

たいすい中央保育園

中央小学校

３月２６日（木）

中央保育園

浜田小学校

３月２８日（土）

浜田保育園

令和元年度子育て応援事業

中部すくすく＆マタニティ広場
乳幼児をもつ保護者向けの防災の話
・身近なものを使ったおんぶひも、抱っこひもの実演と体験
・防災体操ぐらぐらステップの紹介
・乳幼児をもつ家庭用の非常持出袋の展示、説明 など
日
場
講
対

時：３月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
所：中部地区市民センター ４階 音楽室
申込み不要
参加無料
師：宇佐美 和代さん（防災コーディネイター・助産師）
象：市内の乳幼児と保護者及び妊婦さん
※ご家族の参加も歓迎いたします。
★民生委員さん、主任児童委員さんにお手伝いいただいております。
・
★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：４月１７日（金）

＜問合せ＞

中部地区市民センター

ＴＥＬ：３５４－０３３６

回
覧
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月～金 ９時～１７時（祝日を除く）

令和元年度成人講座

美味しくてヘルシー♪

ベジタリアンお菓子作り教室

再掲

卵やバターなど動物性のものを使わずに作る簡単なお菓子作り教室です！

べジタリアンのお話しも聞けます。おやつのレパートリーを増やしてみませんか？
日

時：3

月１７日（火）午前１０時～１２時

場 所：中部地区市民センター
2 階 調理室
講 師：中島 弥生さん（野菜と雑穀の bento cafe cotocoto）
対 象：中部地区に在住、在勤、在学の方
～ｍｅｎｕ～
定 員：１２名（定員になり次第締め切ります）
★米粉と甘酒のパンケーキ★
材料費：５００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。
豆乳クリームとフルーツの
ジャムも作ります！！
持ち物：エプロン・三角巾（スカーフ、手ぬぐい）・各自のお茶
ふきん２枚（１枚は台ふき）・筆記用具
申込期間：２月２０日（木）午前９時から３月１６日（月）午後５時まで

＜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）

３月の
主な行事予定

中部ブロック事業
☆令和２年３月１８日（水） 高齢者講座
『落語』
ねむ亭安楽さん
時 間
開場１３時 開演１３時３０分
場 所
本町プラザ １階ホール
<問合せ>

中部地区団体事務局

☎３５６－１５８８

月～金（除祝日）・９時～１７時 （除１２時～１３時）

印刷室利用についてのお願い
中部地区市民センター内の印刷室は、各団体の総会資料の印刷が重なる
４月と５月の利用に限り予約制となっております。
予約受付開始日…３月２日(月)より
予約方法…電話、来館
【予約・お問合せはこちらまで】
☎３５６－１５８８

中部地区団体事務局

月～金（除祝日）・９時～１７時（除１２時～１３時）
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◆マイナンバーカード（個人番号カード）の申請について
マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。
また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下
の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できます。

◆住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになりました
令和元年 11 月 5 日から住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書に、過去に称していた旧姓（旧氏）
を併記することができるようになりました。旧姓（旧氏）を併記することで旧姓が各種証明に使えます。
（旧
姓は 1 人に 1 つだけ併記することができます）
希望される方は、旧姓が記載された戸籍謄本とマイナンバーカード、または通知カード及び運転免許証等
の本人確認書類（マイナンバーカードをお持ちの方は不要）を持参のうえ、市民課、各地区市民センター（中
部を除く）または市民窓口サービスセンターで手続きして下さい。
詳しくは、総務省 HP
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html）をご覧ください。

◆コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ
コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■一時停止日

３月１２日（木）終日

◆マイナンバーカードマイキーＩＤ設定について
国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が来年度に実施される予定です。
マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID 設定が必要となります。
詳しくは、右記ホームページ（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。

＜問合せ＞

市民課

ＴＥＬ：３５４－８１５２

ＦＡＸ：３５９－０２８２

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL:330-5020 FAX:334-0606 HP:http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
【3 月の主なイベント日時・内容】

【料金】無料

14 日（土）

15：00～16：30

こどもも大人も語り合おう！

対

象/どなたでも

20 日（金・祝）

13：30～16：00
＊入退室自由

春のガーランド作り
＊材料がなくなり次第終了

対

象/どなたでも

22 日（日）

14：00～15：00

創作クラブ発表会

対

28 日（土）

10：00～11：00
13：00～14：00
15：00～16：00

プラザ謎解きゲーム
対
「盗まれた卒業式を取りもどせ！」

持ち物/ハサミ（お名前を記入した物）

象/どなたでも
象/小学生～高校生

御池沼沢植物群落で環境保全や植物の観察のボランティアをしませんか
（１）日 時
（２）場 所
（３）内 容
（５）申込み

令和２年４月から令和３年３月までの間の、毎月２～３回
御池沼沢植物群落（西坂部町）
除草作業や学習会
（４）説明会
令和２年３月 14 日（土）
３月 11 日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。応募用紙は、ホームページ
からダウンロードしていただくか社会教育・文化財課までご連絡ください。
ＴＥＬ：059-354-8240 ＦＡＸ：059-354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
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園内に新しく設置された路面表示をチェックしながらクイズに答えて、ウオーキングを
楽しみましょう！同会場内で、日永梅林梅まつりも開催します。
■開催日時

令和２年３月１日（日） 午前９時３０分～午前 11 時３０分
※小雨決行 日永梅林梅まつりが中止の場合は、中止となります。

■受付場所
及び
受付時間

①四日市あすなろう鉄道 西日野駅
あすなろう四日市駅

午前９時２０分～午前１０時００分まで

午前９時１２分発、または午前９時４８分発の列車にご乗車ください。

②南部丘陵公園北ゾーン日永梅林梅まつり会場内（地図参照）午前９時３０分～午前１１時００分まで
※ゴールは、②梅まつり会場内の受付のみ
記念品のお渡しは午前 11 時３０分までとなります。

■参 加 費

無料 ※但し、四日市あすなろう鉄道の運賃は参加者負担
（あすなろう四日市駅⇒西日野駅 片道２７０円）

■申

込

不要（当日、受付でチャレンジカードを受け取り、ご参加ください。）

■対

象

１時間程度ウオーキングができる方

（小学生以下は保護者同伴）

■そ の 他 ・参加者にはゴール時に記念品配布有り（先着３00 個）
・四日市あすなろう鉄道西日野駅で受付すると特典あり（先着１００個）
【問合せ】四日市市 公共交通推進室（電話：059‐354-8095）
健康づくり課 （電話：059‐354-8291）

北ゾーンの
北ゾーンの
北ゾーンの
日永梅林付近です
日永梅林付近です
日永梅林付近です

春の火災予防運動 ３月１日～７日
ひとつずつ いいね！で確認 火の用心
●火災の発生状況
平成 31 年/令和元年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 92 件（前年比－18 件）
で、このうち建物火災が 60 件で全体の約 65％を占めています。また、主な出火原因は、放火
（疑い含む）、たばこ、たき火です。死者数は 2 名（前年比－3 名）です。
●住宅防火

いのちを守る

7 つのポイント

≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなど
をふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
■問合せ 四日市市消防本部予防保安課（ＴＥＬ：３５６－２０１０ ＦＡＸ：３５６－２０４１）

※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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