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

第１７号 

令和４年１２月５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 TEL３４５-３９５１  FAX ３４９-２００４ 

 

日 時：令和５年１月１４日（土曜日）８：３０受付  
９：００開会式～ １２：００頃終了予定 

会 場：内部東小学校  
※駐車場は、プール側駐車場周辺をご利用下さい 

参加資格：小学 3年生以上  募集人数：２００名程度 
締切り：令和５年 1月６日(金) 
申込先：うつべ☆スター事務局へ電話またはＦＡＸ・e-mailで町名・お名前・年齢・連絡先

をご連絡下さい。TEL・FAX３４７－３３３０ 
（月・水・金 13：00～17：00（※祝日は除く）） 
e-mail utsube_star@m6.cty-net.ne.jp 

主 管：内部地区総合型地域スポーツクラブ うつべ☆スター 
主 催：内部地区社会福祉協議会 

内部社協・体育部からのお知らせ 
 誰でも参加できる「グラウンド・ゴルフ大会」を開催します！ 

競技は８ホール２ラウンドで行います 

 

参加無料です 

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時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、インターネットまたはマイナンバーカードコールセンターへの電話に

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。 

◇問合せ 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） 

TEL３４０－８３７１ FAX３４０－８３７２ 

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。 
《すべての証明書の発行業務停止》 
■一時停止日時  令和４年１２月２９日（木）～１月３日（火）終日 

      令和５年 １月１８日（水）終日 
◇問合せ マイナンバーカードサービスセンター TEL340－8371 FAX340－8372 

◆コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ 

おめでとうございます  

瑞宝単光章を受章されました 

 

１１月３日（木）令和４年秋の叙勲が発表され、永年にわたる 

消防団活動への功績が認められ、瑞宝単光章を受章されました。 

前四日市市消防団内部分団長 堀川 正則さん（北小松町） 

民生委員児童委員・主任児童委員の任期満了に伴い 12月 1日より下記の方々に

新しく委嘱されました。今後地域の福祉についてお世話になります。よろしくお願

いします。 

氏 名 担当地域 氏 名 担当地域 

渡邉 ひづる 釆女町西部 中村 朋江 波木南台二丁目、三丁目 

秦  千恵 釆女町西部 山口 浩子 波木南台一丁目、四丁目 

伊藤 五百子 釆女町中部（名倉・前岨） 藤井 裕 小古曽町北部 

加田 滿 釆女町南部（町） 藤田 隆弘 小古曽町南部 

坂上 百合子 釆女町南部（坂の上） 志賀 眞里子 東原町 

櫻井 八千代 釆女町北部（東・南） 石川 小百合 南山の手 

熊野 厚司 釆女町北部（北・西） 山下 慶子 高塚町北西部 

宮田 千佳代 南小松町 河村 照美 高塚町東部 

堀  列子 北小松町 飯村 壽子 中堀町 

櫻井 万亀子 貝家町・波木町（宮山） 竹内 信子 泉町・森カ山町 

水谷 渉 波木町 笹岡 さよ子 釆女が丘三、四、五丁目 

井田 九三子 波木町・波木町第二・波木町第三 原  宏道 釆女が丘一、二丁目 

小林 攝子 波木が丘町 

 
【主任児童委員】 

田中 秀和 内部小学校区 村山 久子  内部東小学校区 

 
☆次の方々が退任されました。長年のご尽力ありがとうございました。 

前岨 文子 釆女町中部（名倉・前岨） 藤田 孝司 小古曽町北部 

加藤 勝 采女町北部（北・西） 林  輝明 小古曽町南部 

河村 正俊 

いちょう

波木南台一丁目、四丁目 前岨 明夫 釆女が丘一丁目、二丁目 

 

【民生委員児童委員】 

【敬称略】 

内部地区 

民生委員児童委員・主任児童委員のご紹介 
 

http://www.ut/
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               納期限は 

            12月26日(月)です 
固定資産税・都市計画税 

（第 ３期 ） 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
11月定例月議会の議会報告会を、12月27日に開催します。今回は、四つの常任委員会が合同 

 で一つの会場で議会報告会を行います。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が 

 直接市民の皆さんにお伝えし、意見交換も行います。市内に在住または通勤・通学する人を対 

 象とし、事前のお申し込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越しください。 

【第１部：議会報告会  第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）】 

シティ・ミーティング テーマ 四日市市政全般について 

日 時：１２月２７日（火）１８：３０～２０：４５ 

会 場：総合会館 ８階 視聴覚室 （四日市市諏訪町２番２号） 

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。 

※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。 

※状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。 

◇問合せ 四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ３５４－８３４０ ＦＡＸ３５４－８３０４ 

２０２３年四日市市 20歳(はたち)を祝う会について 

て２０２３年(令和５年)１月９日(月・祝) 四日市ドームで開催します 

◇対 象 者 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれの方 

◇開催時間 １３:００～１３:４０ （受付１２:００～） 

※そ の 他 

・式典のオンライン配信も行います。 

・マスクを着用してご来場ください。また、当日発熱のある方や、体調不良の方は参加をご遠慮ください。 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、入場時に検温と手指消毒を実施します。 

・会場では受付を行います。12月初旬に発送した案内ハガキ又は、参加票（市ホームページからダウン 

 ロード）に必要事項をご記入のうえご来場ください。 

・車いすをご利用の方、介添えが必要な方は介助者（保護者）と一緒に入場していただけますので、当日 

スタッフにお申し出ください。 

・駐車場には限りがあります。また、周辺道路の渋滞が予想されますので、できる限り近鉄四日市駅及び 

近鉄富田駅から運行するシャトルバス（無料）をご利用ください。発着場所や時間については、市のホ 

ームページをご確認ください。 

・また、シャトルバスを利用する場合は、12月 26日までに下記QRコード又は市のホームページから 

申込みをしてください。 

・思いやり駐車場をご利用される方は事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。 

・式典の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないでください。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、四日市ドームでの開催を中止し、企画委員のみで 

20歳を祝う会を執り行い、その様子をオンライン配信します。 

・四日市ドームでの開催を中止する場合は、市ホームページでお知らせします。 

            シャトルバス申込みフォーム 

《申込み期限 １２月２６日（月）》 

◇問 合 せ こども未来課 青少年育成室 ＴＥＬ ３５４－８２４７ 

年末・年始内部地区市民センター業務のご案内 
年末年始における内部地区市民センターの業務は、１２月２9日（木）から１月３日（火）

まで休ませていただきます。また、市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）も休

ませていただきます。なお、戸籍の届け出などは下記の場所で受け付けます。 

 
 受け付ける業務 受付場所 

戸籍関係事務 

・死亡届、出生届、婚姻届、離婚届 

などの受け付け 

・埋火葬許可証の交付 

市役所地下１階 宿直室 

ＴＥＬ ３５４-８１７７ 

ＦＡＸ ３５４-８３１１ 

上下水道局 
・上下水道局が管理する、水道、 

下水道の故障や事故の復旧など 

上下水道局 夜間休日窓口 
ＴＥＬ ３５１-１２１１ 
ＦＡＸ ３５４-８３７３ 

 

年末年始のごみ・し尿の収集、及びごみを直接四日市市クリーンセンターなどに持ち込める日 

程は、下記のとおりです。 

 可燃ごみ、破砕ごみ、資源物（ペットボトルを含む）は各家庭にお配りした収集日程表どおり 

に収集します。※内部地区は 12月２９日（木）迄、年始は令和５年 1月５日（木）からです。 

 年末年始は、ごみの量が増え、ごみの収集や処理に時間がかかります。収集がない期間は、で 

きるだけごみを減らす工夫をしていただくようご協力をお願いします。また、収集時間が普段と 

異なる場合があります。ごみは必ず指定された収集日の朝８時３０分までに、決められた場所に 

決められた種類のごみを出してください。 
 

年末年始のごみ・し尿の収集日程及び処理施設受け入れについて 
 

【年末・年始 処理施設受け入れ表】 

 

①可燃ごみ・破砕ごみ・資源物（ペットボトル含む） ごみ収集日程表のとおりです 

           ※１月４日（水）の収集はありませんのでご注意ください！！ 

②粗大ごみ戸別有料収集の受付 年末は１２月２８日（水）まで、年始は１月４日（水）から 

           ◇問合せ 環境事業課（クリーンセンタ―）ＴＥＬ３３１－６１８１ 

③し尿 年末は１２月２９日（木）まで、年始は１月４日（水）から 

           ◇問合せ 生活環境課 ＴＥＬ３５４－８１９３ 

 

施設名 
12/28

（水） 

12/29 

（木） 

12/30 

（金） 

12/31 

（土） 

令和５年 1/１ 

（日） 

1/2 

（月） 

1/3 

（火） 

1/4 

（水） 

四日市市 
クリーンセンター 

〇 〇 〇 〇 休 休 休 〇 

楠衛生センター 〇 休 休 休 休 休 休 〇 

○搬入時間 四日市市クリーンセンター 午前８時３０分～12時、午後 1時～４時３０分 

      楠衛生センター      午前８時３０分～12時、午後 1時～４時 

※１２／３１（土）は、四日市市の家庭から排出されたものに限ります。事業者の搬入はできません。 

〇１月４日（火）より平常どおりです。  

◇ 問合せ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【両講座共通のお願いです】 

※マスクの着用にご協力をお願いします。 

※発熱・咳・のどの痛み・下痢などの症状がある場合は、参加を見合わせてください。 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になる場合がありますので、ご了承ください。 

◆日 時 令和５年１月１３日（金） １０：００～１１：３０ 

◆場 所 内部地区市民センター 別館２階ホール 

◆講 師 特定非営利活動法人 愛マムズ IT倶楽部 

◆対 象 内部地区在住の方 

◆定 員 1２名（先着順） 

◆参加費 無料 

◆持ち物 各自のスマホ、筆記用具 

◆申込み １２月９日（金）９：００から電話のみで受付開始 

（定員になり次第締切ります） 

◆問合せ・申込み先：内部地区市民センター ＴＥＬ３４５－３９５１ 

 

「ガラケーからスマホに変えたけど、操作の仕方がわからない」 

「スマホの電話機能しか使っていないから、他の機能も使いたい」というあなた！ 

初めてスマホを持った方や、スマホにあまり慣れていない方を対象に、初心者向けの 

講座を開催します。ぜひ、ご参加ください。 

内部地区市民センターでスマートフォンの講座を開催します！ 

※事前にご自身のスマートフォンに Zoomアプリを取り込んで（インストールして）

いただく必要があります。下記のＱＲコードを読み取ってください。ご不明の方はお

気軽に内部地区市民センターまでお問い合わせください。 

 

iphone・ipad android 

◆日 時 令和５年１月１９日（木） １３：３０～１５：００ 

◆内 容 Zoomアプリを使ってオンラインで会話をしてみましょう 

◆場 所 内部地区市民センター 別館２階ホール 

◆講 師 (株)ロボネット 池内 友里さん 

◆対 象 内部地区在住の方 

◆定 員 １０名 （先着順） 

◆参加費 無料 

◆持 物 ご自身のスマートフォン又はタブレット、筆記用具 

◆申込み １２月１５日（木）９：００から電話のみで受付開始 

（定員になり次第締切ります） 

◆問合せ・申込み先：内部地区市民センター ＴＥＬ３４５－３９５１ 

 

ご自身のスマートフォンに取り込んだ Zoom（ズーム）アプリは、自宅にいながら、離
れて住んでいる家族や友達などと、映像でのコミュニケーションが楽しめます。この講座
では、ご自身のスマートフォンで、Zoomアプリの使い方などが学べます。初めての方も、
ぜひご参加ください。 

初心者向け 

高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください 

令和６年度から適用される第９次介護保険事業計画・第１０次高齢者福祉計画に皆様のご意見

を反映するため、市内在住の４０歳以上の人のうち、無作為抽出で４，５００人にアンケートを

お送りしています。 

アンケートが届いたかたは、返信用封筒にて１２月２８日（水）までにご回答ください。より

良い介護保険・高齢者福祉行政のため、ご協力をよろしくお願いいたします。 

◇問合せ 介護保険課 管理・保険料係  

TEL３５４－８４２５ FAX３５４－８２８０ 

  これからますます高齢化が進む中にあっては、身近な地域の中で高齢者同士がつながり 

あって、お互いささえあう事が今後ますます必要となります。これまで、こういった組織 

に属したことが無い方も気軽に無理のない範囲で参加してみませんか。 

老人クラブの多様な活動内容の中には旅行や趣味活動やスポーツなどの楽しい活動もた 

くさんあります。 一緒に笑顔あふれる毎日を過ごしましょう♪ 

老人クラブに入りませんか？ 

老人クラブとは～地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です～ 

＜活動の目的＞         

仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとと 

もに、その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会 

活動に取り組み、明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的とします。 

＜組  織＞ 

   日常的に声をかけ合い、歩いて集まることのできる身近な地域で組織しています。 

 

入会を希望する高齢者で、おおむね６０歳以上の方であれば、どなたでも入会できます。 

四日市市老人クラブ連合会へご相談ください。 

◇問合せ 四日市市老人クラブ連合会  ＴＥＬ３４６－４０６６ ＦＡＸ３４５－９３０５ 

市担当部署 高齢福祉課    ＴＥＬ３５４－８４５５ 

（内部地区では「内部長寿会連合会」として活動頂いています） 老人クラブってなに？ 

◇募集職種  小学校給食調理員補助（給食パート） 各１名 

◇業務内容  給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

◇勤 務 日  給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間  午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間） 

◇時 間 給  １０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他  社会保険に加入していただきます。 

◇申 込 み  応募を希望される方は、教育総務課（TEL３５４－８２３６）に電話のう 

       え履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間  １２月１２日（月）～１２月２３日（金） 

四郷小学校・楠小学校 給食パートを募集（２月上旬からの勤務です） 


