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申込み・参加費 

不要です 

  
無理のないストレッチ・筋トレ、レクリエーションなどで楽しく体を動かします。 

動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください。 

参加するにあたっては、以下のことにご理解をいただきますようお願いします。 

※体調の悪い方は参加をお控えください。 

※参加される方は、マスク着用や手指消毒、検温にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況や、天候・災害などにより 

警報が発令された場合には、中止または日程を変更することが 

ありますので、ご了承ください。 

◇日 時 ７月１４日（木）１３：３０～１５：００              

 ◇場 所 内部地区市民センター 本館 1 階 会議室         

 ◇対 象 おおむね６５歳以上の市民の方 

 ◇持ち物 マスク、タオル、飲み物 

 ◇問合せ 高齢福祉課  TEL３５４-８１７０ 
 

申込み・参加費 

不要です 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 

【問合せ】四日市市マイナンバーカードサービスセンター TEL３４０－８３７１ 

マイナンバーカード出張申請サポートを再開します！   

「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、昨年度好評いただいた商業施設でのマイナンバーカード出張申請サポートを再開 

します！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 ・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】 
 

〇イオンタウン四日市泊 １階中央イベント広場 

１０時～１８時 
7 月 23 日(土)・24 日(日) 

〇イオンタウン四日市泊 1 階中央イベント広場 

１０時～１８時   
8 月 

20 日(土)・21 日(日) 

27 日(土)・28 日(日) 

「こどもをまもるいえ」についてのお願い 

 四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるい

え」の設置を推進しています。これは、子どもの登下校時や放課後において「痴漢」、「連れ

去り」、「付きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、警察

や学校などへ通報していただくことを目的としています。また、ステッカーを家の前に貼っ

ていただくことで、地域の犯罪を未然に防ぐという抑止効果も考えられます。 

 現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが新たにご協力いただける方、事情により

ご協力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願います。 

＜内部地区の設置推進団体＞ 

◎内部地区こどもをまもるための連絡会（内部小学校・内部東小学校ＰＴＡ）       

   四日市市ＰＴＡ連絡協議会 

四日市市・四日市市教育委員会  （青少年育成室 TEL354-8247） 

 

  E メールアドレス：utsube-c@city.yokkaichi.mie.jp 

第７号 

令和４年７月５日 

ホームページアドレス：http://www.utsube.jp/ 

 

内部地区市民センター TEL３４５－３９５１ FAX３４９－２００４ 

歴史教室  

 
 内部線 

１００周年 

記念事業 

団体事務局 

申込み開始 

７/１４（木）

９：００～ 

 采女城のおはなし 内部の歴史を知ろう 

夏休み地域講座  

７月２３日（土） ９：３０～１１：３０ 

鉄道教室  

☆場 所 広場うつべ館（うつべ町かど博物館） 

☆対 象 小学生(低学年は保護者同伴)・中学生 

☆参加費 無料 

☆持ち物 筆記用具 

☆定 員 先着１５名（定員になり次第締切り） 

☆指 導 YTT四日市の交通と街づくりを考える会 

     宗像 基浩 

     うつべ町かど博物館 上野 理志 

☆申込み 団体事務局 TEL３４７－１２２４ 

☆主 催 内部地区社会福祉協議会 歴史文化部 

あすなろう鉄道をもっと知ろう 

団体事務局 

申込み開始 

７/７（木） 

９：００～ 

 

夏休み地域講座  

☆場 所 広場うつべ館（うつべ町かど博物館） 

☆対 象 小学生(低学年は保護者同伴)・中学生 

☆参加費 無料 

☆持ち物 筆記用具 

☆定 員 先着１０名（定員になり次第締切り） 

☆指 導 うつべ町かど博物館 稲垣 哲郎 

有竹 正雄 

☆申込み 団体事務局 TEL３４７－１２２４ 

☆主 催 内部地区社会福祉協議会 歴史文化部 

募集対象が変わりました!!   

小学生高学年 中学生も是非来てくださいね！ 

７月３０日（土） ９：３０～１１：３０ 



 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

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。広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施設で雨の日も

遊べます。ぜひ、ご来館ください！！ 

 

7 月 1 日(金)～ 

7 月 7 日(木) 

 

9：00～ 

17：30 

※消毒時間は除く 

七夕かざりづくり 

短冊や七夕かざりを 

作ってプラザに飾ろう。 

対象/どなたでも 

※材料がなくなり次第終了 

7 月 12 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/先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

7 月１7 日（日）

 

① １0：00〜     

  11：00 

② 15：30～ 

16：30 

プラザフォトスポット 

家族や友達同士で写真

をとろう。 

 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 

1 グループ 5 名まで 

 

 

7 月 23 日（土）

 

10：30～ 

11：00 

えほんのひろば 

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 名 

 

 

 ※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、電話でお問合せください。   

 

◇問合せ こども子育て交流プラザ TEL330-5020 FAX334-0606 

      四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 

ホームページアドレス: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう!!

【開館時間】 

〈第１部〉9：00～11～30 〈第２部〉12：30～14：00 〈第３部〉15：00～18：00 

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  料金は無料です。  

【主なイベント日時・内容】 

地域行事等における事故にご注意ください 
毎年、夏から秋にかけて、清掃活動などの地域行事が盛んに行われる中、以下のような事故が 

多数発生しておりますので、ご注意ください。 

                             

・自治会の除草作業でハチに刺された 

・鎌で手を切るケガをした 

・草刈り機で石を跳ねて近くの車両を破損させた 

・地区運動会で転倒しケガをした 

・町内夏祭りの片付けでやぐらから転落してケガをした 

  

本市では、地域活動中の事故等に対応するため、市民活動総合保険に加入しています。 

万が一事故が発生した場合は、下記の担当までご相談ください。 

◇問合せ  市民協働安全課 TEL354－817９ FAX354-8316 

「７５歳以上のひとり暮らしの世帯」及び「75 歳以上の方がみえる 70 歳以上のみの世帯」の

方で、大災害などで避難する際にお声掛けなど支援が必要な方は、避難行動要支援者名簿   

への登録が必要になりますので、地域の民生委員又は          

 下記までお問い合わせください。 

  ◇問合せ 内部地区市民センター TEL３４５-３９５１ 

災害時に支援が必要な方へ 

 

～熱中症予防策～ 

 ・暑さを避ける（涼しい服装、帽子や日傘の利用、日陰の利用）  

・こまめな水分補給（1 日 1.2L を目安に）  

・エアコンを上手く利用  

・日頃から暑さに備えた体力つくりと体調管理を 

・熱中症警戒アラート発表時は、外出を控える、 

外での運動は、原則中止/延期する 

 

★新型コロナウイルス感染症感染対策中であっても、 

夏場は熱中症予防観点から、 

「屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時は、 

マスクを外すこと」が勧奨されています。 

◇問合せ  健康づくり課 TEL354-8291 

を予防しましょう 


