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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。 

2022年 2月 5日号 
 

 

 

 

コロナワクチン３回目接種の Web予約サポート講座開催！ 
『スマホは持っているけど、インターネットはほとんどしたことがない』『ワクチン接種の予約は

Web でできるというけれど、どうやったらいいのか分からない』という方のために、コロナワクチ

ンの集団接種の Web 予約のサポート講座を開催します。 
 

☆日 時 ２月２１日（月）①１４：００～ ②１４：３０～ ③１５：００～            

④１５：３０～ ⑤１６：００～ 

☆場 所 桜地区市民センター 2 階 大会議室 

☆対 象 ３回目接種用の接種券付き予診票が届いた方で、市の集団接種の予約を Web で行いた 

     い方（集団接種は武田/モデルナ製ワクチンです） 

☆定 員 各回６名 合計３０人 

☆持ち物 スマートフォン（または、タブレット）、ご自身の接種券付予診票、本人確認書類（マイナ

ンバーカードや運転免許証、健康保険証など）筆記用具（パスワードを控えておくため） 

     ※スマートフォン等をお持ちでない方で受講を希望される方は、会場のスマートフォンで

受講ができます。各時間枠２名まで可能ですので、お申し込み時にお尋ねください。 

☆申込み 2 月 9 日（水）９：００～２月 18 日（金）12：00 までに電話でお申し込みください。 

☆ご注意 この講座は予約の仕方を説明し、予約画面での入力を講師がサポートする講座のため、予

約入力はご本人に操作していただきます。 

また、この受講が、希望の日時の予約を確約するものではありません。 

◆高齢者へのサポートをお考えの地域（近所）の方の見学も可能です。 

見学希望の方は、事前にご連絡ください。    

☆申込み先 桜地区市民センター ３２６―２０５１ 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

「マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということはありませんか？ 

そんな方のために、商業施設などでマイナンバーカード出張申請サポートを実施しています！ 

申請サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！（なくなり次第終了） 

この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！ 

サポート内容（予約不要・写真撮影無料） 

・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い     

・インターネットでの申請のお手伝い 

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け  

・マイナンバーカードに関する相談・案内など    

・交付申請書送付用封筒の交付 

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表(２月～３月) 

イオンモール四日市北  

１階イベントスペース 

10：00～18：00 

２月 １２日（土） １３日（日）  

３月 ２６日（土） ２７日（日） 

アピタ四日市店 ２階休憩スペース 

(西側エスカレータ横) 

10：00～15：30 

３月 

 

 

10 日（木） 11 日（金） 17 日（木）  

18 日（金） 24 日（木） 25 日（金） 

市民窓口サービスセンター前 

16：30 頃～19：00 

2 月 

 

16 日（水） 17 日（木） 18 日（金） 

24 日（木） 25 日（金） 

３月 １日（火）  2 日（水） 3 日（木） 

4 日（金）  8 日（火） 9 日（水） 

10 日（木） 11 日（金） 17 日（木） 

18 日（金） 24 日（木） 25 日（金） 

確定申告会場（じばさん三重 6 階）

10：00～15：30 

2 月 

 

16 日（水） 17 日（木） 18 日（金） 

24 日（木） 25 日（金）  

3 月 1 日（火） 2 日（水） 3 日（木） 

4 日（金） 8 日（火） 9 日（水） 

イオン四日市尾平店 1 階催事場 

（東側エスカレータ横） 

10：00～18：00 

３月 12 日（土）13 日（日) 

イオンタウン四日市泊店 2 月 5 日（土） 6 日（日） 26 日（土） 

27 日（日） ★1 階中央イベント広場 

10：00～18：00 3 月 19 日（土）20 日（日） 

★2 階グリーンスペース 

10：00～18：00 

２月 19 日（土）20 日（日） 

四日市自動車学校 

10：00～18：00 

2 月 9 日（水）10 日（木）11 日（金・祝） 

四日市南自動車学校 

10：00～18：00 

2 月 3 日（木）4 日（金） 

3 月 5 日（土）6 日（日） 

☆問合せ先 四日市市マイナンバーカード臨時窓口 ３４０－８３７１ 

 
予約不要 

無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～おともだちを作りに来ませんか～ 

 
８日（火）  助産師相談 １０：００～１０：４５受付 

９日（水） おもちゃのチャチャチャ ９：３０～ 

・テーマ ロケット作り 

         ・講 師 おもちゃドクターズ 

         ・定 員 5 組限定 

１６日（水）  さくらんぼクラブ １３：３０～ 

         ・テーマ 子どものアレルギーについて 

         ・講 師 桜花台こどもクリニック 院長 

         ・定 員 5 組限定 

 
【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 現在は９：００～１１：００、１２：００～１４：００（受付１３：００まで）  

<土・日・祝日・医院休診日は閉所> 

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 

 

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

変更になることも予想されま

す。変更の場合は、ブログなど

でお知らせします。 

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 申込み不要 

参加費無料 

◇日  時 ２月２５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 

◇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。 

１８日（金）   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 

２４日（木）   桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

まっちゃんの子育て無料相談 
～一人で抱えずに不安を話してください！～ 

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、 

引きこもりなどの相談を事前予約制（２月２１日（月）締め切り）で受け付けます。 

詳しくは、直接、下記申込先へお問合せください。 

日 時 ２月２６日（土） １３:００～１７:００ 場 所 桜地区市民センター 1 階 和室 

相談員 松永高弘（クペリ代表理事・所長） 

主 催 一般社団法人子ども子育て・教育研究所（クペリ） 

後 援 公益財団法人ささえあいのまち創造基金＜ささえあい基金の寄付で運用しています＞ 

申込・問合せ先 クペリ ０９０－９１８４－７０８８  E-mail：info@cperi.net  

＊新型コロナウイルスの感染状況により中止することもありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

◇実施日時 ２月１６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試験放送ではありません。 

※音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。   

※放送内容確認 ３５１－４００４（自動電話応答機能） 

※気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

【連携対象】 

市内全域の防災行政無線・テレビ（CTY-L 字放送） 

緊急告知ラジオ（CTY－FM）・四日市市 S アラート 

四日市市安全安心防災メール・四日市市ホームページ、ツイッター  

詳しくは、四日市市防災情報ホームページ

をご確認ください。 

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

メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp 

 

◇対 象◇  

おおむね６５歳以上の 

市民の方 

 

 

避難行動要支援者名簿作成に伴う各戸訪問について 
１月２０日号の「おしらせさくら」では、今年度新たに７５歳以上の単身者または７５歳以上を含む

７０歳以上のみの世帯になられた方（令和３年１１月２日現在）を対象に、２月上旬頃から訪問します

とご案内いたしましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「まん延防止等重点措置」の実施

期間である２月１３日（日）までは訪問しないことといたしましたのでご承知おきください。 

 なお、民生委員児童委員と自治会長が訪問するとしておりましたが、訪問する際は 

民生委員児童委員のみといたします。 

【問合せ先】 桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

変更 

 

桜地区市民センターでは、写真の無料撮影や申請書記入のお手伝いを 

させていただくマイナンバーカード申請サポートを始めました。 

受付時間は、平日８：３０～１２：００ １３：３０～１６：３０です。 

窓口の混雑状況等で、お待たせする場合がありますので、ご了承ください。 

通知カードがあればお持ちください。なければ申請書をお作りしますので免許証等の本人

確認できるものをお持ちください。 

 期間は３月 31 日（木）までとなります。（再開する場合は、改めてお知らせいたします。） 

桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

 

マイナンバーカード 
 

mailto:info@cperi.net

