
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

来年の春、桜駅前のチューリップを楽しみにしてください 

１１月６日（日）に、桜地区社会づくり協議会の環境部会 

と地域の方々が桜駅前に 1,000 本ほどのチューリップの 

球根を植えました。 

チューリップが咲く花壇の 

後ろには、桜の木があります。 

春色に彩られる桜駅が楽しみ 

ですね。 

2022 年 11 月 20日号 
 
 

 

 

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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１１月１６日（水）四日市市総合会館 ８階 視聴覚室において、令和４年度 四日市市

スポーツ功労者の表彰式が行われました。 

令和４年度スポーツ功労者表彰 ＜有功賞＞小林茂夫さん（四日市地区柔道会） 

○子どもへの体罰は法律で禁止されています○ 
～これらは全て「体罰」です～ ・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた 

・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた 

・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった 

怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言等も、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与えます。 

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！ 
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 

四日市市役所 こども家庭課 : ３５４－８２７６ 

●児童相談所虐待対応ダイヤル（24 時間ＯＫ）１８９
い ち は や く

 

１２月１８日（日）８：30～11：00 

桜地区市民センター南側駐車場（小雨決行） 
主催：桜地区社会づくり協議会 

共催：桜地区連合自治会【桜台・桜花台・桜】 

お願い ・買物袋をご持参ください ・小銭を用意してください 

関係者・来店者はマスクの着用をお願いします 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 
●日 時  １２月１１日（日）9：00～12：00 ※小雨実施 

●場 所  天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町） 

        大池中学校南東約 350ｍ 

●内 容  除草および集草 

●持ち物等 作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機 

●申込み  12 月５日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か 

E メールで、四日市市役所 文化課までお知らせください。 

自家用車をご利用の方は、８：30 までに文化財整理作業所（寺方町 1506、四日市中央

工業高校南側）にお越しください。 

●問合せ先 四日市市役所 シティプロモーション部 文化課 

：354-8238、E メール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp 

ノハナショウブ（５月頃） 桜地区いきいきサロンのご案内 

✿   
  １日(木)    １０：００～１１：００ 

       体操 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 

✿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)    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 

✿桜ボランティア協会「憩いの家」  
桜台第一会館   

９：３０～１１：３０ 
第２・４木曜   
１３：３０～１５：３０ 

 協会事務所 金曜日  ９：００～１１：３０ 

✿さわやかイキイキ教室 桜ヶ丘集会所 
      月曜日 １０：００～１１：００ 

✿  桜台小学校 体育館 
       木曜日 １９：００～２１：００ 
       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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西高通信 

 １０月の学校行事はとても充実しています。中間考査から始まり、１０月１５日には高校生活入門講

座が開かれました。本校の説明、クラブ見学のために、桜中学校の生徒も多数来校してくれたと思いま

す。まだコロナ感染防止対策のために、全体説明では体育館に集まることを止めて、模擬授業のための

各教室でＩＣＴ機器を使用しての説明としました。映像も見やすく、好評でした。２学年は１０月１９

日から２１日まで、九州長崎・福岡方面に修学旅行に行って 

きました。まず、予定通りの日程で実施できたことが良かっ 

たです。三重県を離れるだけでも心配があるのに、体調が崩 

れないように生徒も先生も事前の準備をしっかり対策して臨 

みました。平和学習は長崎平和公園で快晴の下、実施するこ 

とができました。特に稲佐山からの長崎夜景は素晴らしく、 

ハウステンボスの散策も楽しく、太宰府での合格祈願も無事 

に行うことができました。 

 クラブ活動については、１、２年生が中心メンバーとなり、新人大会に臨んでいます。陸上競技部は 

１０月２８日から岐阜長良川競技場で、テニス部女子団体は１１月１９日に長良川テニスプラザにて東

海新人大会に出場します。上位入賞すれば全国大会の扉が開くので、自分の力が発揮できることを祈っ

て、応援しています。                  ＜10/27 記述＞四日市西高等学校 

11 月号 

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

夜間・休日にも地区市民センターでマイナンバーカードが受け取れます 
地区市民センターでのマイナンバーカードの受け取りが 17：00 以降の夜間や休日にも

できるようになりました。 

受け取りは「予約制」です。カード申請後にご自宅に郵送される「マイナンバーカード

受け取りのご案内」をご覧いただき、記載してあるマイナンバーカードコールセンターへ

の電話、またはインターネットによりご予約ください。 

※住所地の地区市民センター以外のセンターでも受取可能です。 

※夜間・休日の交付窓口は、地区市民センターによって開設日が異なりますので予約の

際にご確認をお願いいたします。 

記事に関するお問合せは、四日市市役所 市民課 マイナンバーカードサービスセンター  

（じばさん３階）340-8371 FAX 340-8372 

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、申請の仕方がわからない方のために、商業施設などに出張して

申請の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 

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 

令和４年１２月 
１日(木)・ ２日(金)・ ８日(木)・ ９日(金) 

１５日(木)・１６日(金)・２２日(木)・２３日(金) 

令和５年 １月 
５日(木)・ ６日(金)・１２日(木)・１３日(金) 

１９日(木)・２０日(金)・２６日(木)・２７日(金) 

イオンモール四日市北  

１階専門店通路 

10：00～18：00 

令和 4年１２月 ３日(土)・ ４日(日)・２４日(土)・２５日(日) 

令和５年 １月 ７日(土)・ ８日(日)・ ９日(月・祝) 

イオンタウン四日市泊 

１階中央イベント広場 

10：00～18：00 

令和４年１２月 １０日(土)・１１日(日) 

令和５年 １月 １４日(土)・１５日(日)・２８日(土)・２９日(日) 

イオン四日市尾平店 

(１階東側ｴｽｶﾚｰﾀｰ付近) 

10：00～18：00 

令和 4年１２月 １７日(土)・１８日(日) 

令和５年 １月 ２１日(土)・２２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 

行政書士によるマイナンバーカード申請 相談会開催のお知らせ 
三重県行政書士会では総務省の委託を受け、マイナンバーカードの代理申請などの相談

を無料でお受けしています。お気軽にご利用ください。 

日 程：１２月２日（金）、 ５日（月）、 ９日（金）、１２日（月）、１６日（金）、 

１９日（月）、２３日（金）、２６日（月） 

時 間：９：00～12：00、13：00～16：00 

場 所：四日市市役所１階 市民課横 行政書士相談員申請ブース 

その他：二次元コード付き個人番号付申請書、本人確認書類（運転免許証、パスポート、 

健康保険証など）をお持ちください。 

※申請に必要となる顔写真は、その場で撮影しますので準備は不要です。（無料） 

また、行政書士相談員がご自宅等に出張して対応させていただく事もできます。

日時は電話にてお問い合わせください。 

問合せ先：三重県行政書士会 行政書士 清 将人(せい まさと) 

 

四日市市役所 市民課 354-8152 FAX359-0282 

１２月 ７日（水）Xmas バック作り・誕生会 

１４日（水）クリスマス会 

〔 １０：００～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

１２月１日、８日、１５日、２２日 

（毎週木曜日） （２９日はお休み） 
〔 ９：３０～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜台保育園 ３２６－４６８１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市立あけぼの学園 

【作業療法士・相談支援専門員】（パートタイム）募集 
◇募集職種 作業療法士・相談支援専門員 各１名 

◇勤務場所 四日市市立あけぼの学園 

（下海老町 185-1、四日市消化器病センターより南へ 150 メートル） 

◇業務内容 作業療法士：児童に対する作業療法訓練 

     相談支援専門員：児童発達支援の福祉サービスを利用するための利用計画案の作成 

◇資  格 作業療法士：要  相談支援専門員：要 

◇年  齢 不問 

◇勤 務 日 週５日程度（応相談） 

◇勤務時間 ８：３０～17：１５（1 時間の休憩時間含む） 

◇時 間 給 １,３００円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇申込み先 応募を希望される方は、あけぼの学園（３２５-４１２１）に電話のうえ、履歴

書と資格証明書のコピーを提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

●家屋を取り壊したときはご連絡ください 

 家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため 

四日市市役所 資産税課 家屋係 までご連絡ください。 

 物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。 

担当 四日市市役所 資産税課 家屋係（354-8135、354-8138） 

楠こども園・笹川保育園・富洲原保育園 給食パートを募集しています 
◇募集職種：給食調理員（給食パート）各 1 名   

◇業務内容：給食調理、後片付け、調理場清掃など 

◇勤務場所及び時間：①楠こども園 ８：３０～１５：００（労働時間６時間 １か月数日程度） 

②笹川保育園 ③富洲原保育園 

月～金 ８：３０～１６：４５（労働時間７時間１５分） 

 土  ９：００～１２：４５（労働時間３時間４５分） 

 土曜日は隔週で出勤 土曜日２日勤務分を平日１日の振替休日でとっていただきます。 

(③の富洲原保育園の勤務時間は要相談。また、３月までの短期になる可能性があります。） 

◇時 間 給：９８０円（通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇応募方法：応募を希望される方は、各園に電話でお問合せください。 

◇問合せ先：①楠こども園（３９８－３１３３） 

      ②笹川保育園（３２１－５４１０） ③富洲原保育園（３６５－０９９４） 

裏面もご覧ください 



 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

：330-5020  FAX：334-0606  ホームページ：http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 

こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。主に小学生～高校生を対象にした季

節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者

が楽しめる「すくすくタイム」や「赤ちゃん広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！ 

【開館時間】 

＜第 1 部＞9：00～11：30  ＜第 2 部＞12：30～14：00  ＜第 3 部＞15：00～19：00 

※9 月から小学生以下は 17：00 まで、中高生 19：00 までに利用時間を変更しています。 

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】料金 無料 

12 月 3 日（土） 10：00～11：15 

よかパパひろば 

みんなで一緒に楽しく遊ぼう。 

今回は、クリスマス会をします。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 組 

12 月 13 日（火） 

9：30～11：00 

※受付終了時間 

10：30 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談が
できます。 

対象/0 歳～18 か月、 

出産予定の人 

定員/当日先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

12 月 17 日（土） 10：30～11：00 

絵本のひろば 

おはなしとわらべうたであそびま

しょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 組 

12 月 18 日（日） 
①10：00～11：00 

②15：30～16：30 

手形カードをつくろう 

家族で手の大きさ比べをしよう。

成長記録にもなります。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 

1 グループ 5 名まで 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。 

開館状況、イベント実施状況など、詳しくはホームページをご覧いただくか電話にてお問合せください。 

 

男女共同参画センター“はもりあ四日市”では、令和５年３月１１日(土)～３月１２日(日)で

「はもりあフェスタ」を開催します。その企画の一つ「はもりあマルシェ」で、起業を目指す

女性の実践の場の提供として、“プチ起業出店者”を募集します。 

★日 時：令和 5年 3月 11日(土)  10:00～１５：００ 

★会 場：本町プラザ 1階ホール  (四日市市本町９－８) 

★内 容：手作り品(アクセサリーやスイーツなど)の販売、ネイルアート・マッサージなどのサービス提供 

★募集数：１０店程度(応募多数の場合は、選考のうえ、決定します) 

★応募資格：市内在住、通勤・通学する、これから起業を考えている女性、または起業して間もない女性 

★申込み：12月 15日(木)までに、所定の申込用紙にご記入のうえ、E メール、FAX、または持参で 

はもりあ四日市までお申込みください 

※申込用紙は、はもりあ四日市、各地区市民センター、はもりあ四日市のホームページにあります。 

★その他：無料託児あり(６ヵ月～小学３年生程度) 

出店決定者は、後日開催する出店説明会に必ずご参加ください 

 

 

問合せ先 「はもりあ四日市」 

 ☎：354-8331 FAX：354-8339 Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 


