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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。 
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子育て応援   バンビーノ 

☆日 時 10 月 8 日（土）10：00～11：30 

☆対象者 乳幼児（０歳～３歳）と保護者 

☆定 員 20 組（申込順） 

☆参加費 無料 

☆会 場 桜台第三会館（桜台保育園西隣） 

☆内 容 親子ふれあい遊び 他 

☆持ち物 飲み物 

☆申込み先 申込用紙にご記入の上、桜地区地域団体事務室に

提出してください。 

（平日 10：00～16：00/326-2888） 

申込用紙は、桜幼稚園・桜台保育園・桜地区市民

センター・桜地区地域団体事務室にあります 

☆申込期間 ９月 12 日（月）～10 月５日（水） 

☆主 催 桜地区民生委員児童委員協議会 

☆共 催 四日市市役所 こども未来課・移動児童館 

ふ
く
み
ん 

♡堀もと子先生の 

ママが笑顔になる 

ベビーマッサージ教室 

（10 組） 

♡対象は、生後２ヶ月～

ハイハイ（1 歳）までの

赤ちゃん！ 

新型コロナウイルス対策のお願い 

・検温、アルコール消毒にご協力お願いします。  

・会場に入室の折には、大人の方はマスクの着用をお願いします。 

★ 防災講演会① 

「災害に備える！ ～土砂災害を中心として～」 
災害現場経験や緊急時における 119 番通報など 

講師：四日市市役所 危機管理課 副参事 坂倉
さかくら

啓史
よしふみ

さん 

日  時 10 月 11 日（火）18：00～19：00 

場  所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

定  員 30 名（定員になり次第締め切ります） 

参 加 費 無料（桜地区在住の方を対象とします） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ 防災講演会② 整理収納アドバイザーに学ぶ  

「災害時に備える自宅の環境改善」 

講師： smile home代表 須藤
す ど う

有紀
ゆ き

さん 

日  時 11 月 6 日（日）10：00～11：30 

場  所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

定  員 30 名（定員になり次第締め切ります） 

参 加 費 無料（桜地区在住の方を対象とします） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

★ ①・②ともに 

 9 月２日（金）10：00～ 電話でお申し込みください。 

申込み先 桜地区地域団体事務室 326-2888 平日（10：00～16：00） 

主  催 桜地区自主防災協議会 

☆検温、アルコール消毒、マスク着用にご協力をお願いします。 

☆新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。 
体力向上を目的に桜地区を散策する『ノルディックウォーキング』を毎月第１土曜日に

開催いたします。奮ってのご参加お待ちしております。 

日 時 ９月３日（土）９：00～（12：00 頃終了予定）※小雨決行 

集合場所 桜地区市民センター（ポールをお持ちでない方には貸し出します） 

問合せ先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内） 

３２６－２８８８  ※平日 10：00～16：00 

主 催 桜地区スポーツ推進協議会 

同時開催 

10 月 16 日（日）に開催を予定していた 『桜輪ピック』 は 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、中止いたします。 

桜地区スポーツ推進協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年は新型コロナウイルス感染症とともに、熱中症対策が必要です。密集とならない対策

をとりながら、WBGT（暑さ指数）を測定し、7 月 12 日～14 日（３日間）学年別でクラ

スマッチを実施しました。生徒会執行部の方々は大変だったと思います。 

１学期の終業式・表彰伝達式、全国大会壮行式はやはり直接、生の声を聴いて欲しいと思

い、感染及び熱中症対策をとりながら、体育館で実施しました。８月に入って市内でも再び

感染者が増加しており感染対策の日々が続きます。でも、校内では課外授業や部活動でたく

さんの生徒の姿があります。校舎内では冷房を適切に使用し、屋外での活動では熱中症や落

雷への注意を行い、教育活動を実施しております。今年は８月 28 日迄が夏季休業期間です

が、今年の文化祭は９月８、９日と早い実施ですので、早くコロナが収まり、安心して準備

ができるようになることを祈るばかりです。 

                               四日市西高等学校 

 

８月号 

９月 ７日（水）米粉粘土遊び・読み聞かせ 

１４日（水）米粉粘土遊び・誕生会 

１６日（金）パネルシアター 

〔 １０：００～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

９月１日、８日、１５日、２２日、２９日 

（毎週木曜日） 
〔 ９：３０～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜台保育園  

３２６－４６８１ 

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 

～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～ 
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。 

【親子遊び交流の場 ポップ】 

中 止 

【親の会 のびっこ】 

日時：９月 13 日（火）11：00～12：00 
場所：桜地区市民センター １階 和室 

桜地区いきいきサロンのご案内 

✿   
  １日(木)    １０：００～１１：００ 
２２日(木)  体操 １０：００～１１：００ 

おしゃべりサロン お休み 

✿  桜台第一会館 
 １４日(水)    １０：００～１２：００ 
２2 日(木)    １０：００～１２：００ 

✿桜南ほかほかくらぶ 桜町南公民館 
１５日(木)     ９：３０～１１：３０ 

✿桜ボランティア協会「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 

✿一色いきいきサロン 一色第一公会所 
 ２８日(水)    ９：３０～１１：３０ 

✿山上いきいきサロン 山上公会所 
  ９日(金)   １３：３０～１５：３０ 
 １９日(月・祝)  ９：３０～１１：３０ 

✿ほっとカフェぽかぽか 桜町南公民館 
  ６日(火)   １４：００～１６：００ 

✿桜台交流サロン 桜台第二会館 
 ２１日(水)   １３：３０～１５：３０ 

✿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 

※予定ですので開催については、 
主催者にお問合せください。 

上下水道局職員を装った訪問販売などにご注意ください！ 
最近四日市市内において、上下水道局職員や委託業者を装い、「水道の切替工事」と称して

住宅や敷地内に立ち入り、浄水器の購入を迫る訪問販売が発生しています。 

上下水道局職員や水道メーターの検針員は職員証を携帯していますので、ご不審

に思われたときは、職員証の提示を求めるか、お客様センター、業務窓口までご連

絡いただくとともに、四日市市消費生活相談室にもご相談ください。 

問合せ先 

四日市市上下水道局 お客様センター  354-8355 業務窓口  354-8372 

四日市市役所 市民・消費生活相談室  354-8147 FAX 354-8452 

人権擁護委員による特設相談を４つの人権プラザで行います。 
人権擁護委員は、人権にかかわる活動をしている民間のボランティアです。地域の皆さんか

ら人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害

者を救済するための取り組みをしたりしています。人権相談にも様々なものがあります。セク

ハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別 

など、お困りやお悩みの際は、９月８日（木）10：00～15：00 にお近くの 

人権プラザへご相談にお越しください。人権擁護委員の活動も紹介しています。 

人権プラザは、４か所あります。 

●人権プラザ天白（日永２丁目５−15） ●人権プラザ赤堀（赤堀３丁目１−21） 

●人権プラザ神前（寺方町 2281） ●人権プラザ小牧（市場町 1041−24） 

問合せ先 四日市市人権センター（：354-8609、Mail：jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp） 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について 
メンテナンス作業のため、すべての証明書のコンビニ交付サービス業務を一時停止します。 

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  ９月１３日（火）終日 

問合せ先：マイナンバーカードサービスセンター（340-8371 FAX340-8372） 

mailto:jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 
「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、商業施設などに出張してマイナンバーカードの申請サポートを実施します！ 

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！ 

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 

・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 

・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡し 

・マイナンバーカードに関する相談・案内など 

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表 

四日市自動車学校 
10：00～18：00 

 ９月 １日(木)・ ２日(金) 

イオンモール四日市北  
１階専門店通路 

10：00～18：00 

 ９月 
３日(土)・ ４日(日)・２３日(金･祝) 

２４日(土)・２５日(日) 

１０月  ８日(土)・ ９日(日)・１０日(月･祝) 

１１月 １９日(土)・２０日(日) 

アピタ四日市店 ２階休憩スペース 
（西側エスカレーター付近） 

10：00～15：30 
 ９月 

８日(木)・ ９日(金)・１５日(木) 

１６日(金)・２２日(木) 市民窓口サービスセンター前 
（近鉄四日市駅高架下） 

16：30 頃～19：00 

アピタ四日市店 

２階休憩スペース 
（西側エスカレーター付近） 

10：00～18：00 

 ９月 
１０日(土)・１１日(日)・２９日(木) 

３０日(金) 

１０月 

６日(木)・ ７日(金)・１３日(木) 

１４日(金)・２０日(木)・２１日(金) 

２７日(木)・２８日(金) 

１１月 

３日(木･祝)・ ４日(金)・１０日(木) 

１１日(金)・１７日(木)・１８日(金) 

２４日(木)・２５日(金) 

イオンタウン四日市泊 

９月➡２階グリーンスペース 
（フードコート付近） 

10・11 月➡１階中央イベント広場 

10：00～18：00 

 ９月 １７日(土)・１８日(日)・１９日(月･祝) 

１０月 
１５日(土)・１６日(日)・２９日(土) 

３０日(日) 

１１月 
１２日(土)・１３日(日)・２３日(水･祝) 

２６日(土)・２７日(日) 

イオン四日市尾平店 
１階中央エスカレーター下 

10：00～18：00 

１０月 
１日(土)・ ２日(日)・２２日(土) 

２３日(日) 

１１月 ５日(土)・ ６日(日)  

【問合せ先】四日市市マイナンバーカードサービスセンター 340-8371 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 こにゅうどうくんの☆ちょこっと健康情報 

１日に摂取する塩分の約７割を 

調味料から摂取しています！ 

●調味料を計量しましょう 

料理をする時、調味料を 

目分量で加えていませんか？ きちんと

計量しないと、つい多めに使ってしまい

がちです。まずは、計量スプーンで正確

に量る習慣をつけましょう。 

日本人は塩分の摂りすぎ⁉ 

減塩のちょっとした工夫 

日本型食生活は、動物性の脂質が少ないため、健康的な面が

ある一方で、塩分量が多いのが特徴です。 

日本人の１日の食塩摂取目標量は、成人男性 7.5g、成人女

性 6.5ｇですが、実際は、１日におおよそ１０ｇの塩分を摂取して

います。 

 

●普段よく使う調味料の塩分量を知りましょう 

栄養成分表示をチェック！ 

加工食品やお菓子などの商品の容器

や包装に「栄養成分表示」があります。 

表示の中には、「食塩相当量」

が記されています。 

商品に含まれている塩分量

を確認してみましょう。 

●普段よく使っている調味料を 

減塩商品に置き換えてみましょう 

しょうゆ、みそ、マヨネーズ、

スープの素など様々な減塩

商品が売られています。 

大さじ１杯（15ｇ）当たり 

エネルギー   〇〇kcal 

たんぱく質   〇〇ｇ 

脂質       〇〇ｇ 

炭水化物    〇〇ｇ 

食塩相当量   0.8ｇ 

詳しくは四日市市公式サイトにて・・・ 
トップページ ライフメニュー〔健康・医療〕→健康・医療・保
健所→成人の健康づくり→必見！健康情報 へ 

 

四日市市役所 健康づくり課 

  354-8291 

FAX 353-6385 

一部の心ない飼い主のために道路、農道、公園など、ご近所に 

放置された犬・猫のフンでみんなが迷惑しています 

●犬の飼い主さんへ 

フンを持ち帰るのは、飼い主の義務です。 

・フンを取る道具を持参し、フンは必ず持ち帰り、可燃ごみとして処理をする。 

・オシッコをしたらペットボトルなどに入れた水で流す。 

・犬を散歩するときは、リード（紐）につなぎ、制御できる長さで行いましょう。 

●猫に関するお願い 

・猫を飼っている方は屋内で飼育しましょう。 

感染症や交通事故の防止など猫の健康と安全をまもります。迷子や行方不明を防ぎます。 

・のら猫へ餌を与えている方へ 

置き餌はせず、トイレを設置するなど、周辺環境を守りましょう。 

赤ちゃんができないように手術をしましょう。市では手術費用の一部を補助しています。 

みんなでルールを守り、住みよい地域にしましょう ご理解ご協力をお願いします 

四日市市保健所 衛生指導課 352-0613 FAX351-3304 


