
 

 

表彰おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 
  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

表彰おめでとうございます 

１１月１６日（水）四日市市総合会館において四日市市のスポーツ振興に 
ご尽力をいただきスポーツ功労者として表彰されました。 

 

◎スポーツ地域有功賞 北小松町  堀川 宜典さん（内部地区連合自治会推薦） 

 

 

 

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                                            

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) 1０～１８時 

令和４年１２月 

 

令和５年 １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) 

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     １０～１８時 

令和4年１２月 

令和５年 １月 

３日(土)・ ４日(日)・２４日(土)・２５日(日) 

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  １０～１８時 

令和４年１２月 

令和５年 １月 

１０日(土)・１１日(日) 

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   １０～１８時 

令和4年１２月 

令和５年 １月 

１７日(土)・１８日(日) 

２１日(土)・２２日(日) 

【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 

 

内部線写真絵画展 

今年度も秋の特別展示会を開催します。 
ご覧の日程にて開催しますので、是非お越しください。 
◆押し絵工芸展（須藤詞子さん）…………………………１１月１８日～１２月 ２日 
◆絵画展（山本武夫さん）…………………………………１１月１８日～１２月 ２日 
◆防災展（内部地区自主防災協議会）……………………１２月 ８日～１２月１１日 
◆絵手紙展（内部楽しい絵手紙教室）……………………１２月１６日～１２月２５日 
◆押し花展（内部押し花教室）……………………………１２月１６日～１２月２５日 

うつべ町かど博物館開館日に開催します。 
☆開館日時 毎週金曜日、日曜日９時～１２時まで  

および月・水曜日（不定時開館） 
☆場  所 うつべ町かど博物館（四日市市釆女町 3473 番地） 
☆問合せ 内部地区団体事務局 TEL３４７－１２２４ 

 

うつべ町かど博物館からのお知らせ 

 

内部線１００周年記念事業の一貫として、来年 1～2 月(予定)にうつべ町かど博物館にて、
内部線写真絵画展を企画しています。 
内部線に関する写真や絵画を、是非出展いただきますようお願い致します。 
募集は、１２月２６日(月)までとさせていただきます。出展作品は、団体事務局へご持参い
ただきますようお願い致します。参加者の方には１００周年記念グッズ進呈や、 
ホームページへも掲載させていただきます。 
     🚃主 催 内部地区まちづくり推進協議会 

🚋 申込み・問合せ 内部地区団体事務局 TEL３４７－１２２４ 
★内部線１００周年記念事業はこのＱＲコードから見ていただけます。 

 

内部線１００周年記念事業 

 

☆家族で楽しむお正月料理・・世界で注目される日本の「だし」文化！！ 

                             簡単にできる献立紹介！！ 
日 時  １２月１４日（水） 10：００～11：３０ 
場 所  内部地区市民センター 本館１階 会議室 
定 員  ２０名 
会 費  無料 
持ち物  筆記用具・マスク・水筒 
問合せ・申込み  内部地区市民センター  ＴＥＬ３４５－３９５１ 

 

ヘルスメイト健康教室       ※調理実習はありません。 

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：いずれの日程も９時～１２時、１３時～１６時  
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） 

◇問合せ 三重県行政書士会 行政書士 清 将人(せい まさと)   

ＴＥＬ329-6537  FAX329-6535   ◇市民課 ＴＥＬ354-8152  FAX359-0282 

１１月１日（火）、三重県総合文化会館でおこなわれた令和４年度三重県 

社会福祉大会にて、社会福祉の増進につくされその功績として次の方が 

表彰されました。 ❖多年民生児童委員表彰❖ 

１５年表彰 田中 秀和さん（主任児童委員） 
    １５年表彰 前岨 文子さん（釆女町中部） 
    １５年表彰 飯村 壽子さん（中堀町） 

 

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

第１6 号 

令和４年１１月２０日 

ホームページアドレス：http://www.utsube.jp/ 検索は「内部地区ＨＰ」で 

                                   

内部地区市民センター TEL ３４５-３９５１  FAX  ３４９-２００４ 

        

http://www.ut/
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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） ① 10：00～11：00 

② 15：30～16：30 

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 

 
 
楠こども園・笹川保育園・富洲原保育園 給食ﾊﾟ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 午前８時３０分～午後３時００分（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 午前８時３０分～午後４時４５分（労働時間７時間１５分） 

    土   午前９時～１２時４５分（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。 

    （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２ｋｍ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 TEL398-3133  ②笹川保育園 TEL321-5410 

③富洲原保育園 TEL365-0994          

回 

覧 

          

          

 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！      年末年始を除き毎日開館しています。 

【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、中高生は 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  ※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。 

TEL：330-5020  FAX：334-0606  HP: 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 

 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 
（１）日時   １２月１１日（日） 午前９時から正午※小雨実施 

（２）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 

（３）内容    除草および集草 

（４）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 

（５）申し込み 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、シティプロモーション部文化課までお知らせください。 

                自家用車をご利用の方は、午前８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町 

字北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。 

 問合せ；シティプロモーション部文化課 ＴＥＬ354-8238 Ｅメール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp 

 

●●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致します。 

担当 資産税課家屋係（ＴＥＬ354-8135、354-8138）  

 

 

ご不明な点は、「はもりあ四日市」までお問い合わせください。 

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

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 

★申し込み：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 

 

 

はもりあフェスタ“プチ起業”出店者募集 

出店者 

募集！ 

巡回日 停車場所 停車時間 

１2 月 8 日（木） 波木が丘中公園 １４：２０～１５：００ 
１2 月 9 日（金） 
 
 

北小松町 
内部地区市民センター 
釆女が丘コミュニティセンター 
森カ山町 

１０：００～１０：３０ 
１０：４０～１１：２０ 
１３：３０～１４：１０ 
１４：２０～１５：１０ 

１2 月 22 日(木) 波木南台３号公園 １４：１０～１５：００ 

 

自動車文庫の御案内 


