
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月１６日（金）四日市市総合会館において次の方が表彰されました。 

【スポーツ地域有功賞】  大原 勝之さん（桜花台） 

 

四日市市役所市民課からのおしらせ 

◇コンビニ交付サービスについて 

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニなどの店舗内に設置されて

いるマルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書など

の証明書が取得できるサービスです。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

住基カード・通知カードでは利用できません。 

大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。 

 

◇コンビニ交付サービスの一時停止について 

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 

時１１月１日（日）終日 

 ◆一時停止するサービス  すべての証明書 

時１１月１３日（金）１９時から、１１月１４日（土）、１５日（日）の終日 

◆一時停止するサービス   ・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） ・戸籍の附票の写し 

（※住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税証明書は上記期間内でも交付可能です。） 

 

◇市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を停

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。 

■臨時休業 

 時１１月１日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

 

☆問合せ先 四日市市役所 市民課 ３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２ 
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おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。 

☆日 時 １１月２２日（日）９：３０～１３：００【雨天決行】 

☆場 所 桜小学校体育館及び体育館周辺 

     

     

☆主 催 桜連合自治会 ※駐車場は桜地区市民センター・桜小学校中庭をご利用ください。 

     ※新型コロナ感染予防のため、来場される方はマスクの着用をお願いします。 

発熱がある方、体調が悪い方は来場を控えていただきますようお願いします。 

模擬店

桜台文化祭 桜花台文化祭 中止のご案内 

今年度はコロナウイルス感染症拡大予防のため、中止です。 

 

桜連合文化祭 令和２年度 

《作品展示》各サークル・個人作品  

《模 擬 店》内容はお楽しみ！ 

 

 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、令和 2年度は無料で接種いただける

ことになりました。対象者は、接種当日に四日市市内に在住し、次のいずれかの条件を満たす人 

① 65歳以上 ②６０～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスに 

よる免疫の機能に障害があり、日常生活に極度の支障があると医師から判断された 

※詳しくは、広報「よっかいち」10月下旬号をご覧ください。 

☆問合せ先 四日市市役所 健康づくり課 ３５４－８２８２ 

令和 2年度 高齢者インフルエンザ予防接種が無料となります 

 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

認知症総合支援事業の申請を受け付けます。 

【安心おかえりシール、あんしん GPS、あんしん保険】 
四日市市では、高齢化の進行とともに認知症高齢者が増加する中、地域で安心して暮らすことができ

るよう、以下の認知症支援事業を始めます。申請は高齢福祉課まで。 

 ◇内 容 

(1) 認知症高齢者安心おかえりシール交付 

服やつえなどに貼ることができるＱＲコードシールを配付。発見者がＱＲコードを読み取り、 

すみやかに安否を家族に知らせることができます。 

(2) 認知症高齢者等あんしんＧＰＳ貸与 

高齢者が身に着けやすい小型のＧＰＳ機器を貸し出します。 

（3) 認知症高齢者等あんしん保険加入 

   誤って線路に立ち入り電車を止めてしまったなどの賠償責任に備え、 

1事故当たり最高 1億円の保険に加入します。 

◇対 象 次の全てを満たす方 

(1) 認知症高齢者や若年性認知症で道に迷うおそれのある方 

(2) 市内に住所があり在宅で生活する方 

(3)「認知症高齢者ＳＯＳメール配信事業」(※)の事前登録者 

※道に迷う心配のある方の特徴を事前に登録し、行方不明の際に 

メール配信により地域に情報提供をお願いするしくみ 

◇申込等 

高齢福祉課もしくは最寄りの地域包括支援センター、在宅介護支援センター等にご相談ください。 

いずれの事業も利用料は無料です。 

◇問合せ先 四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０  FAX ３５４－８２８０ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防火に関する意識を高めていただく

ことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合も被害を最小限にとどめることを目的として、毎年

「秋の火災予防運動」を実施しています。 

以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。 

 

●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。 

 

☆問合せ先 四日市市消防本部予防保安課 ３５６－２０１０ FAX ３５６－２０４１ 

障害（児）者生活支援グループ ポップ 障害を持つ子と親のサークル のびっこ  

障害のある子どもたちが、親やボランティアさんといろいろな活動を楽しみます。 

気軽に参加してみませんか。 

 【親の会 のびっこ】             

 日 時 11月１０日（火）1０:00～1２:00    

 場 所 桜地区市民センター 中会議室  

【親子遊び交流の場 ポップ】 

  日 時 １１月７日（土） 中止です 

 

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日 
その火事を 防ぐあなたに 金メダル 

✿一色いきいきサロン 

  一色第一公会所 

  お休みです 

✿山上いきいきサロン 
山上公会所 

１３日（金）１３：３０～１５：３０ 

  １６日（月） ９：３０～１１：３０ 

✿ほっとカフェ''ぽかぽか'' 
  桜町南公民館 

  お休みです 

✿桜台三丁目交流サロン 
桜台第二会館 

１８日（水）１３：３０～１５：３０ 

         ※内容によって時間延長あり 

✿桜台バドミントンクラブ 
桜台小学校 体育館 

毎週木曜日 １９：００～２１：００ 

毎週日曜日 １３：００～１６：００ 

２９日（日）はお休みです 

✿さわやかイキイキ教室 
桜ヶ丘集会所 

  毎週月曜日 １０：００～１１：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿桜花台ふれあいサロン 

桜花台コミュニティセンター 

５日（木） １０：００～１１：００ 

２6日（木）体操 

１０：００～１１：００ 

        おしゃべりサロンはお休みです 

          

✿ミニデイサービス『ともだちの和」 

桜台第一会館 

  今年中はお休みです 

✿桜南ほかほかクラブ 

  桜町南公民館 

  お休みです 

✿智積第６いきいきサロン 

  四日市友の会 

  今年度中はお休みです 

✿桜ボランティア協会「駅前憩いの家」     

  桜台第一会館 

  毎週火曜・木曜 ９：３０～11：３０ 

毎週金曜        ９：００～11：３０ 

   

10 月号 

９月に文化祭を実施しました。初日は校内での展示発表（１年）及び文化部等の展示と 

模擬店（３年）、２日目は四日市文化会館でのダンス（２年）及び吹奏楽部等の舞台発表 

です。今年は保護者等には非公開、クラス・部発表もそれぞれ制約・制限はありましたが 

当日の生徒たちは生き生きとした表情でとても印象的でした。 

１学期はコロナウイルス感染拡大防止による臨時休業の影響で行事の多くは実施できま 

せんでした。学校は授業（学力向上）とともに行事（仲間づくりや多様な経験等）も大切で 

あり、感染拡大防止を施しつつ、生徒の高校生活を充実させることに努めていきます。 

地域の皆様が引き続き感染防止の徹底と日常生活を両立できるよう願って 

止みません。本校を今後とも支援のほど宜しくお願いします。 

                  ９/２８記    四日市西高等学校 

 

 
 
 
保育無料券とは、第 2子以降の子の出産後における保護者の心身の負担軽減のため、市内の認可保育園・

こども園での一時保育に上の子を 2 回まで無料で預けられる券のことです。保育無料券を受け取るには、
交付申請をしていただく必要があります。 
＜申 請 方 法＞ 
こども未来課(総合会館 3 階)、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)に
ある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出ください。 

＜対 象 者＞ 
市内在住の産婦で、第 2子以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児)を養育している人。 

＜利 用 期 間＞ 
保育無料券を受け取った日から、出産月の 12か月後の月末まで。 

＜利 用 方 法 等＞ 
一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、 
各園にお問い合わせください。 
 
☆問合せ先 四日市市役所 こども未来課 ３５４－８０６９ 

 

保育無料券の申請はお済みですか？ 

11月 ４日（水） 

1１日（水） 

18日（水） 

 

25日（水） 

 

Xmasブーツ作り 

ふれあい遊び・読み聞かせ 

Xmasブーツ作り 

11月生誕生会 

✿チェリークラブ✿ 

〔 10：00～11：30 〕   

☆問合せ先  桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

ふれあい遊び 

読み聞かせ 
１１月  ５日、１２日、１９日、２６日 
 

毎週木曜日 〔 9：30～11：30 〕 

☆問合せ先 桜台保育園  

３２６－４６８１ 

 

✿あそぼう会✿ 

～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～ 

桜地区いきいきサロンのご案内 


