
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 5月 5日号 
 

 

 

 

桜地区市民センター  326-2051 FAX 325-2074  桜地区地域団体事務室 ･FAX 326-2888 
桜地区のホームページ『さくらコム』 http://www.sakuracom.jp/ 

令和 3 年度の桜地区の各自治会長のみなさんが下記のとおり決まりました。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。（敬称略） 

【桜地区連合自治会】 会 長 伊藤 隆夫（桜 連 合 自 治 会 会長兼任） 

副会長  岡本 宏明（桜 台 連 合 自 治 会 会長兼任） 

           副会長 神田 幹雄（広域桜花台連合自治会 会長兼任） 

 

 

       

 

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。 

  自治会名 会長名 自治会名 会長名 

智積町第一 伊藤 喜久雄 桜台北区 駒田 稔 

智積町第二 中村 広司 桜台栄区第一 中岡 唱親 

智積町第三 山中 茂樹 桜台栄区第二 岡本 宏明 

智積町第四 伊藤 秋男 桜台西区 瀬古 認 

智積町第五 小林 大介 桜台中区 小池 常夫 

智積町第六 宮崎 勝二 桜台東区 髙木 泰子 

智積町第七 鈴木 純 桜台南区 近藤 貢 

桜町西第一 川口 富生 桜台緑区 杉山 勝己 

桜町西第二 小林 泰 桜台三丁目 上杉 亜矢子 

桜町南第一 佐野 貴洋 桜花台一区 山本 孝幸 

桜町南第二 古林 義信 桜花台二区 斎藤 かおり 

桜町山上第一 奥山 千津子 桜花台三区 工藤 洋一 

桜町山上第二 若林 宏行 桜花台四区 中村 菊照 

桜町一色第一 堤  成生 桜新町一丁目 西  清志 

桜町一色第二 伊藤 保利 桜新町二丁目 橋川 淳 

桜 ケ 丘 種村 龍二 

 

    

３月中旬以降、全国的に新型コロナウイルス感染者数が増加傾向を示し、変異株の感染者

も多数発生するなど、予断を許さない状況となっています。新型コロナウイルス感染症に関

連して、誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。 

公的機関が提供する正確な情報を入手し冷静な行動に努めるとともに、誰もが感染しうる

ことを受け止めてお互いを思いやる気持ちを持った行動をとることが重要です。 

私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの心を持って支えあいましょう。 

四日市市役所 人権・同和政策課 ３５４－８２９３ FAX３５４－８６１１ 

                    メール jinkendouwa@city.yokkaichi.mie.jp 

人権センター   ３５４－８６０９ FAX３５４－８６１１ 

            メール jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp 

 

🌸STOP! コロナ差別🌸 

 

 

 
「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）に 

かかる経費の一部を補助します。 

１．対 象 事 業 ７月１日（木）～ 令和４年 3 月 31 日（木）に実施される事業 

         （※同一申請者(団体)による申請は、一年度 2 回までとします） 

２．応 募 資 格 市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

３．補助限度額 活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助） 

        ただし、補助金額には上限があります 

４．  ４月９日（金）～ ６月１８日（金）注：健康福祉課 必着 

※必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。 

申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。 

５．応 募 書 類 募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。 

        また、市のホームページからもダウンロードできます。 

６．問 合 せ 先 四日市市役所 健康福祉課 ３５４－８２８１ FAX３５９－０２８８ 
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 ◇実施日時 ５月１９日（水）１１：００ころから数分程度 

●地域住民の皆さんに参加していただく訓練ではありません。 

※音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。   

※屋外拡声子局・・市内 1２２箇所 

●放送内容確認 ３５１－４００４（自動電話応答機能） 

●以降の試験については以下の通り予定しています。 

 令和３年１０月 ６日（水）１１：００～ 

 令和４年 ２月 16 日（水）１１：００～ 

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

☆問合せ先 四日市市役所 危機管理室 ３５４－８１１９ FAX３５０－３０２２ 

市内に設置されている防災無線（固定系）の試験放送を実施します 

mailto:jinkendouwa@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

問合せ先：桜地区市民センター ３２６－２０５１ FAX３２５－２０７４ 

２６日（水）  桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

２７日（木）  智積公会所第二駐車場    １０：１０～１０：５０ 

桜ヶ丘公園          １１：００～１１：３０ 

桜台二丁目３号公園      １３：３０～１４：１０ 

桜台一丁目１号公園      １４：２０～１５：１０ 

 

🌸 桜地区市民センター利用サークル紹介 

曜日 時間 サークル名 内 容 活動日 活動時間 

月 午前  桜会 民踊・舞踊 月３回 9:00～12:00  

火 午前 

 桜 リズム体操 リズム体操 月４回 10:00～12:00  

 のびっこ 障害児・者と親の会 第２ 10:00～12:00  

 桜料理クラブ  料 理 第１ 8:30～12:00  

水 

午前  トールペイント トールペイント 第２・４ 10:00～12:00  

午後 

 桜ヨガサークル ヨガ 毎週 13:15～14:30  

 桜パレット会 絵 画 第２ 13:00～17:00  

 はなみずき 絵手紙の会 絵手紙 第３ 13:00～15:30  

木 
午前 

 桜毛筆・ペン字サークル 毛筆・ペン字 第２・４ 9:00～12:00  

 桜手芸クラブ 手 芸 第３ 9:00～16:00  

 桜ダンス愛好会 社交ダンス 毎週 10:00～11:30  

午後  琴伝流 琴桜会 大正琴 月２回 13:00～17:00  

金 
午前 

 からだメンテナンスサークル 気功整体・体操 毎週 10:00～12:00  

 親墨会 水墨画 第１・３ ９:30～12:00  

 和紙ちぎり絵 和紙ちぎり絵 第４ 10:00～12:00  

午後  桜サルビア会 フォークダンス 毎週 14:00～16:00  

土 

午前 
 さくらインターネットサークル パソコン 第２・４ 9:30～11:30  

さくら音頭愛好会 民 踊 第２ 9:30～11:00  

午後 

さくら俳句会 俳 句 第３ 13:00～16:00  

アロハサークル「プアさくら」 フラダンス 第 2・4 13:30～15:00   

桜銅板工芸教室 銅板工芸 第 2・4 13:30～16:00  

不 定 期 桜絵本の会 絵本の読み聞かせ   

 

 

介護予防ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による 

２日（水） ・助産師相談 １０：００～ ※１０：４５受付終了 
 １６日（水） ・さくらんぼクラブ １３：３０～ 

テーマ ～子どもの歯と健康～        
講 師 しんじ歯科 進士史明院長 

         定 員 5 組限定 

２３日（水） ・おもちゃのチャチャチャ １０：００～ 
         テーマ 紙コップピョンピョンガエル作り 
         講 師 おもちゃドクターズ 

         定 員 ５組限定         
  
 

申込み不要 
参加費無料 

◇日 時 ５月 2８日（金） １３：３０～１５：００ 

◇場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

◇内 容 介護予防の運動・レクリエーション 

     ストレッチ・筋トレ・脳トレ（手先を動かし脳に刺激）など 

◇対 象 おおむね 65 歳以上の市民の方 

◇持ち物 マスク・タオル・水分補給の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。 

◇問合せ先 四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０  

FAX３５４－８２８０ 

※体調の悪い方は参加をお控えください。 

※参加される方は、マスクの着用や手指消毒、検温にご協力ください。 

※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には、 

中止・日程を変更することがありますので、ご了承ください。 
 

 軽自動車税（種別割） 

＜全期＞ 納期限は ５月３１日（月）です 

※市税などの納付は、安心便利な口座振替をご利用ください 

 

 

 

さくらんぼクラブ、おも
ちゃのチャチャチャは、状
況に応じて変更になるこ
ともあります。 

変更の場合はブログな
どでお知らせします。 

～おともだちを作りに来ませんか～ 

 

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】 

 月～金曜日 ９：００～１４：００（受付１３：００まで） <土・日・祝日・医院休診日は閉所> 

       ※消毒・換気のため１１：００～１２：００は利用不可 

行事の予約は 1 か月前から受付します。行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更などは、 

桜花台こどもクリニックホームページのブログでもお知らせしています。 

さくらんぼクラブ・おもちゃのチャチャチャ開催時間中は予約の方のみの貸切となります。 

≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ ３７３－６６３９ 



 
 

 

  平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記の通りはじめて 

カードを申請される方を対象としたマイナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。 

  この休日窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を 

行い、自宅宛てに転送不可の書類にて郵送させていただきますので、受け取りのために 

再度お越しいただく必要はありません（カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります） 

  また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、平日の８：３０～17：15 

ご希望のセンター（裏面参照）へ電話予約をしてください。 

 予約受付は５月２０日（木）より開始します。 

 

１．申請に必要なもの （申請の際には、以下の書類を持参してください。） 

 （1）本人確認書類（A を 1 点、または B を 2 点） 

A 

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証

明書(交付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る)、身体障

害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など現在有効な公的機関

発行の顔写真付き本人確認書類 

B 

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員

証、学生証など、「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載された

もので、組み合わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの 
  

（２）通知カード、または個人番号通知書 

 ※通知カードは申請時に回収します。カードが届くまでの間にマイナンバーカード 

確認書類が必要になった場合は有料で住民票を取って頂くことになりますが、ご了 

承ください。 

 （３）顔写真（縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの） 

 （４）住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※申請時に回収します。 

  ※認印が必要な場合があります。 

   ※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と 

別途書類が必要となります。（詳細はご予約時にご説明します） 

 

２．開設窓口・開設時間【8：3０～12：30、13：30～17：30】 

  （事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分） 

★桜地区市民センターの休日申請受付窓口 

開設日 場 所 

６月 13 日（日） 【申込期限：６月４日（金）】 桜地区市民センター 

 

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。 

 ※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、 

各センターへお願いします。（裏面参照） 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

         （平日 ８：３０～１７：１５） 

 

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設 

 

3. センター開設日一覧表 6月 
 

実施日 センター名 電話番号 

６月１２日（土） 

海蔵 ３３１－３２８４ 

三重 ３３１－３２７６ 

川島 ３２１－３０２０ 

６月１３日（日） 

富田 ３６５－１１４１ 

羽津 ３３１－４４６５ 

大矢知 ３６４－８７０４ 

県 ３２６－０００１ 

桜 ３２６－２０５１ 

６月１９日（土） 

橋北 ３３１－３７８７ 

保々 ３３９－０００１ 

内部 ３４５－３９５１ 

日永 ３４５－３１９７ 

小山田 ３２８－１００１ 

６月２０日（日） 

富洲原 ３６５－１１３６ 

常磐 ３５１－１７５１ 

中部 ３５４－８１５２ 

（市民課） 

６月２６日（土） 

 

八郷 ３６５－０２５９ 

神前 ３２６－２７５１ 

塩浜 ３４５－２４０３ 

楠 ３９８－３１１１ 

河原田 ３４５－５０２０ 

水沢 ３２９－２００１ 

６月２７日（日） 下野 ３３７－０００１ 

四郷 ３２１－２０２１ 

 

申込期限 6 月 4 日（金） 

申込期限 6 月 4 日（金） 

申込期限 6 月 11 日（金） 

申込期限 6 月 11 日（金） 

申込期限 6 月 1８日（金） 

申込期限 6 月 1８日（金） 

予約受付開始は、５月２０日（木）【８：３０～１７：１５】 


