お 知 ら せ

平成２８年

３月

四日市市役所にて日曜窓口を開催します

５日（№２３ ）

羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ３３１－４４６５
羽津地区まちづくり推進協議会
ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）
ホームページ
ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/

３月２７日（日）

近隣市町（桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市、松阪市）の７市２町
で同じ日に窓口を開きますので、開設する市町間の転入、転出の手続きは一日で済ますことが
できます。
◎日曜窓口の開設場所と内容
窓

階

口

再 掲
無理のないストレッチ体操・筋トレをしたり、レクリエーションなどで体を動かします。
みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください。
参加費 無料
申込み 不要
☆日 時 ３月１０日（木） １３：３０～１５：００
☆場 所 羽津地区市民センター ２階ホール
☆持ち物 タオル・水分補給の飲み物 （動きやすい服装でおこしください）
☆対 象 おおむね６５歳以上の方
<問い合わせ先>

お願い

健康づくり課

４月から乾電池の回収は、市民センターでは
おこないません

お気をつけ下さい
資源物収集日に透明または半透明の袋に入れて
袋に「乾電池」と表記してください

乾電池

平成２８年度
「はり・きゅう・マッサージ利用券」「重度障害者タクシー乗車券」の
申請を受け付けしています
有効期限は、平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日です。
詳しいことは、下記にお問い合わせください。
※ 市民センターでも受付しています
（市民センターで申請した場合は後日、利用券が送付されます）
障害福祉課

市民課
ＴＥＬ ３５４－８１５２
1
階

転入・転出などの手続き（継続転入・転出は除く）、戸籍の
届け出、住民票の写し（広域交付住民票は除く）・戸籍の証
明書の交付、印鑑登録・証明書の交付、各種税証明の交付
※窓口にお越しいただく方の本人確認書類（運転免許証な
ど写真入りの官公署が発行したものまたは健康保険証・
年金手帳・診察券などの書類は複数）が必要です
代理人の方が請求する場合は、それ以外に委任状が必要
です

こども保健福祉課
ＴＥＬ ３５４－８０８３

児童手当、子ども医療費助成の手続き

２
階

市民税課
ＴＥＬ ３５４－８１３３

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）

３
階

保険年金課
ＴＥＬ ３５４－８１５９
３５４－８１６１
介護・高齢福祉課
ＴＥＬ ３５４－８４２７
３５４－８１９０

ＴＥＬ ３５４－８１７１

９
階

学校教育課
ＴＥＬ ３５４－８２５０

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き
要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など
市立小・中学校の新入学手続き

※ 地区市民センターは開設していませんので、ご注意ください
※ 外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開催します
（開設時間は１０：００～１２：００、１３：００～１５：００）
※ 詳しくは広報よっかいち２月下旬号をご覧ください

「国民消費生活組合」を名のる
「訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます」
という内容の不審なメールに御注意ください
「国民消費生活組合」を名のり「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴が
マイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールが送付されています。
マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるような
マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるような
ことはありません。このようなメールが送られてきても開封せず、記載されているアドレスのウェブサ
ことはありません
イトにアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。
＜問い合わせ先＞

回
覧

取 扱 業 務

ＴＥＬ ３５４－８２９１

４月より乾電池は資源物として２週間に１回集積場に出すことが
できるようになりますので、市民センターでの回収はなくなります。

＜問い合わせ先＞

８：３０～１７：１５

消費者庁消費者政策課
ＴＥＬ ０３－３５０７－９１８８（直通） ＦＡＸ ０３－３５０７－９２８７

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
２月定例月議会の議会報告会を、常任委員会ごとに分かれて下記のとおり開催いたします。
今回は、２つの常任委員会が２６日の土曜日に午前と午後に開催します（詳細は下記参照）。
定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。
報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。
市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を
希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
第１部：議会報告会

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

３月２６日（土）
日

所管事項

シティ・ミーテイング
テーマ

※
※
※

３月３０日（水）

時
９：４５～１２：００

１３：００～１５：１５

１８：３０～２０：４５

１８：３０～２０：４５

総務

都市・環境

産業生活

教育民生

常任委員会

会

３月２８日（月）

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べを
したことにちなみ、内部・八王子線で、まんじゅう列車を運行します。沿線
の東海道散策にもよい季節となりますので、ぜひお立ち寄りください。
まんじゅうがもらえますよ（８種類から選べます）

場

道路、住宅、上下水 商工業、農林水産
市政の企画、財務、
道、区画整理、環境 業、 市民文化、市立
危機管理、消防など
衛生など
病院 など

教育、こども、
健康福祉など

防災対策について

ごみ・リサイクル等
について

地場産業について

学校教育について

総合会館
７階第１研修室

小山田地区
市民センター
２階大会議室

海蔵地区
市民センター
２階中会議室

八郷地区
市民センター
２階大会議室

◆日 時
◆内 容

３月２７日（日）８：００～１４：００の内部・八王子線
①内部・八王子線に乗車 ⇒ ②車内で呈茶券をもらう
（西日野駅のみ駅で配布）⇒③日永郷土資料館でまんじ
ゅうをゲット！
（資料館ではクイズに答えて景品もゲット）
◆注意事項 まんじゅうは先着で５００名までです

＜問い合わせ先＞
都市計画課公共交通推進室
ＴＥＬ ３５４－８０９５

総務常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に
駐車してください
全会場、手話通訳いたします
天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います

平成２７年度

四日市市障害者福祉センター

障害者福祉講座

申込み 不要
参加費 無料

「障害者スポーツ」を知っていますか？今回は２０２０年に開催される東京パラリ
ンピックの正式競技である車椅子バスケットボールの団体を講師に迎え、障害者ス
ポーツと触れ合えるイベントを開催しますので、ぜひご参加ください。障害者スポ
ーツをみんなで盛り上げましょう！

３月１３日（日）１３：００～１５：３０
※ １２：４５～ 開場

三重県立特別支援学校 北勢きらら学園 体育館
（四日市市下海老町字高松１６１番地） ※ 駐車場あり
☆講 師
☆内 容

三重チャリオッツ（車椅子バスケットボール）
講演会・模擬試合・体験
その他、参加団体による障害者スポーツ体験、活動紹介もあります
※県内で活躍する障害者スポーツ競技団体が集まるイベントです！

＜問い合わせ先＞

四日市市障害者福祉センター （担当：岩崎）
ＴＥＬ ３５４－８２７５
ＦＡＸ ３５４－８４２６
Ｅメール y-with@m3.cty-net.ne.jp

男女共同参画講演会
～方針決定の場へもっと女性を！！～
四日市商工会議所女性部会長の数馬
数馬桂子
さんを講師にお迎えして、
数馬桂子（かずまけいこ）さん
桂子
さん
女性が方針決定の場に参画する必要性や思いなどを伺います。

３月２６日（土）１４：００～１５：３０
本町プラザ ２階第１会議室
講
対
定
託

師
象
員
児

申込み

参加費 無料

数馬桂子さん（四日市商工会議所女性部会長、ばんこの里会館館長）
市内に在住、通勤、通学している方
４０名（先着順、定員になり次第締切）
１０名 無料（６カ月～小学校３年生程度）
３月１２日（土）までに申し込みが必要です
住所、名前、電話番号、講座名、託児の有無（託児希望の場合はお子
さんの名前と年齢）を、電話・ＦＡＸ・メールでお申し込みください

＜問い合わせ先＞
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」（日・月曜日、祝日休館）
〒５１０－００９３ 四日市市本町９－８ 本町プラザ３階
ＴＥＬ ３５４－８３３１
ＦＡＸ ３５４－８３３９
Ｅメール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

