
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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（令和５年３月実施予定表）       

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 

１７日(金)・２４日(金) 

イオンモール四日市北  

１階専門店通路      １０～１８時 

４日(土)・５日(日)・２５日(土)・２６日(日) 

イオンタウン四日市泊  

1階中央イベント広場   １０～１８時 

１８日(土)・１９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 

１１日(土)・１２日(日) 

 

【問合せ】マイナンバーカードサービスセンター  

TEL３４０－８３７１ 

 

 

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

第２２号 

令和5年２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 

水道管の凍結による漏水について！ 

 令和５年１月２６日の寒波により、市内の多くのご家庭や事業所の水道管が凍結し、漏水

が多数発生しました。今一度、敷地内で漏水が無いか確認していただき、漏水が発生してい

る場合にはメーターボックス内の止水栓をお閉めください。  

漏水については、お近くの「四日市市上下水道局 指定工事事業者」へ連絡し、ご自身で修繕

していただきますようお願いします。 

 「四日市市上下水道局 指定工事事業者」は、上下水道局ホームページに掲載しています。 

           

【問合せ】四日市市上下水道局  水道維持課  電話３５４－８３６０ 

                     夜間休日窓口 電話３５１－１２１１ 

多文化共生講演会開催のお知らせ 

困難を乗り越えて強く生きるために 
～チャレンジし続ける大切さ～ 

 10 歳で来日した日系ブラジル人の大山ジェシカさんが、言葉の壁に悩みながら

も努力を重ね、今春から高校の英語教師となる自身の体験談について話します。 

 

日時 令和５年３月１５日（水）１８：３０～２０：３０ 

講師 大山ジェシカさん／鈴鹿市通訳職員 

会場 四日市市総合会館８階視聴覚室 

〔オンライン(Zoom)配信を併用予定〕 

定員１００名（先着順） 参加費 無料   

その他 手話通訳・要約筆記あり 主催 四日市市  

申込み方法 事前にＦＡＸ、Ｅメールで①名前（ふりがな）②電話番号③所属団体（任意）を 

記入の上お申し込みいただくか、直接電話でお申し込みください。 

問合せ・申込み先 市民生活課 多文化共生推進室 

TEL３５４－８１１４／FAX３５４－８３１６／Eメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp 

開催日時 2023年 3月 19日（日）9：00～12：00 

会  場 うつべ町かど博物館（広場うつべ館内） 

共  催 内部地区社会福祉協議会・うつべ☆スター 

内  容 手作りコーナー、体験コーナー 

      （詳しくは、配布するチラシでご確認ください） 

参 加 費 無料（どなたでも参加できます） 

問 合 せ うつべ☆スター事務局（TEL347－3330） 

うつべ町かど博物館まつり 

博物館と集会所を併せ持った複合施設「広場うつべ館」も１周年を迎
え展示及び施設が充実しました。皆様のご来館をお待ちしています。 
ご来館お待ちしています。

          

３月２９日（水）・３０日（木） ※いずれか１日にお申込みください。 
☆時間 両日とも９：３０～1３：３０ 

☆場 所 内部地区市民センター 本館１階 調理室 

☆対 象 小学校３年生～６年生 

☆材料費 ２００円   

☆持ち物 お手拭き・エプロン・三角巾・台ふきん・マスク 

☆定 員 両日とも先着１６名（定員になり次第締切り） 

☆申込み 内部地区市民センター TEL３４５－３９５１ 

☆主 催 内部地区婦人会・内部地区市民センター 

申込み開始 

３/７（火） 
９：００～ 

子どもクッキング 参加募集のお知らせ 

メニュー ◎手作りピザを作るよ！！ 

http://www.ut/


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

巡回日 停車場所 停車時間 

3月 8日（水） 波木が丘中公園 １４：２０～１５：００ 

3月１０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 

３月 23日（木） 波木南台３号公園 １４：１０～１５：００ 

【一 般】 

孤独な夜のココア      田辺 聖子 

ハヤブサ消防団       池井戸 潤 

地図と拳（直木賞）     小川 哲 

しろがねの葉（直木賞）   千早 茜 

この世の喜びよ（芥川賞）  井戸川 射子 

荒地の家族（芥川賞）    佐藤 厚志 

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 

【児 童】こんとあき    林 明子 

センターの「図書コーナー」に新しい本が入りました 

 

貸出期間は 2週間、お一人につき 5冊

まで。ただし、新刊は１冊まででお願

いします。 

自動車文庫の御案内 

市立保育園・こども園 保育士パート 

 

 

 

～ 令和５年度から勤務いただける方の事前登録を現在受付けています ～ 

 

３月１日～３月７日までの７日間にわたり全国一斉に実施される春の火災予防運動に伴い、火災を未然

に防止するため当市においても同運動を行います。 

令和４年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７９件です。このうち建物火災が４２件で、

主な出火原因は、こんろ、放火、煙草による火災になります。大切な命や財産を守るために以下の１０の

ポイントを実施していきましょう！ 

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント 

≪４つの習慣≫ 

① 寝たばこは絶対にしない、させない。 

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

④ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

≪６つの対策≫ 

① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 

② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。 

③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

④ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

※住宅用火災警報器についての点検方法は四日市市消防本部のホームページでご確認ください 

 

              

《四日市市消防本部からのお知らせ》 
春の火災予防運動を実施します ３月１日～３月７日 

お出かけは マスク戸締り 火の用心 

回 

覧 

         

         

事前登録をいただくと、各園で欠員が生じた場合に、ご登録者の方にご連絡させていただき、園で面接
のうえ、任用を決定します。 

♦勤務形態・場所：週３０時間以上（パートタイム常用）・週２０時間未満（パートタイム非常用） 

登録いただく際に、ご希望の勤務時間、週あたりの勤務日数、通勤可能な 

範囲を伺い、希望に応じた園がある場合に後日連絡させていただきます。 

♦時間額・その他：勤務形態に応じ、時間額 1,010 円 ～ 1,220 円 

通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給 

パートタイム常用の場合は賞与あり 

【事前登録の窓口・問合せ先】事前登録を希望される方は、保育幼稚園課（☎354‐8173）にお問い
合わせください。事前登録の詳細は市ホームページからもご覧いただけます。  

四日市市消防本部公式ホームページ 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php 

 

【問合せ】四日市市消防本部予防保安課 

TEL356－2010 FAX356－2041 

 

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で 

環境保全のボランティアをしませんか 

 
（１）期間  令和 5年４月から令和 6年３月までの 

毎月２～３回（午前中） 

（２）場所  御池沼沢植物群落（西坂部町） 

（３）内容  除草作業や生育している 

植物に関する学習会 

（４）説明会 お申込後担当より日程調整させていただきます。 

（５）申込み ３月１０日（金）までに、応募用紙を 

シティプロモーション部文化課へ 

メール、ファクス、郵送、あるいはご持参ください。 

応募用紙は、ＨＰ「国指定天然記念物御池沼沢植物の詳細」 

と検索していただき、ダウンロードしていただくか、 

シティプロモーション部文化課までご連絡ください。 
TEL354-8238 FAX354-4873 Eメール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp 

大池

神前小

国道４７７号

三滝川

四日市

メリノール

学院

大池中

田光四日市線

御池沼沢植物群落

東部指定地

西部

指定地

御館

四日市

中央工業

 一緒に 

働きませんか！ 

みんなで 

待っています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 日曜日に 

窓口を 

開設します 
場所 

日付 

四日市市役所 ※地区市民センターは開設しません 

令和５年３月２６日（日） 

時間 ８時３０分～１７時１５分 

同日開催の 

近隣市町 

桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町 
菰野町、津市、松阪市 

引っ越しの 

ご予定が 

ある方へ 

階 窓口 取扱業務 

１階 
市民課 

354-8152 

転入・転出届などの手続き（マイナンバーカード・住基カードを利用す

る転入・転出届は除く）、戸籍の届出、住民票の写し（広域交付住民票

は除く）・戸籍の証明書の交付、印鑑登録・証明書の交付、

各種市税証明の交付 

２階 
市民税課 

354-8133 

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など 

（四日市市発行のナンバープレートのみ） 

３階 

保険年金課 

354-8159,340-0221 
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き 

介護保険課 

354-8427,354-8190 
要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など 

９階 
学校教育課 

354-8250 
市立小・中学校の転校、新入学手続きなど 

総合

会館 

３階 

こども保健福祉課 

354-8083 
児童手当、子ども医療費助成の手続き 

外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も市役所１階ロビーで行います 

（１０：００～１２：００、１３：００～１５：００） 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

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！！ 

【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 

※小学生以下は 17：00まで、中高生 19：00までに利用可能です。 

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】 

３月６日（月） 10：15～11：00 おしゃべり広場 

みんなで楽しくおしゃべりしよう。 

対象/四日市市に引っ越しした人 

定員/当日先着 12組 

（受付 9：00～） 

３月１９日（日） ① 10：00～11：00 

② 15：30～16：30 

プラザフォトスポット 

家族や友だち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 

３月２５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組 

（受付 9：00～） 

３月２７日（月） 12：45～13：45 水耕栽培 

土を使わない野菜づくりを体験しよ

う。 

対象/小学生 

定員/当日先着８名 

（受付 12：30～） 

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： https://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 

 

羽津小学校・桜台小学校・楠小学校・笹川小学校・県小学校・下野小学校  

給食パートを募集（４月上旬からの勤務です） 

 

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート） 

◇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） 

        ※桜台小学校：午前８時４０分～午後３時２５分（労働時間６時間） 

        ※下野小学校：午前８時４５分～午後３時３０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 ＝ 羽津小学校・笹川小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により他

の市内小学校に勤務することがあります。社会保険加入あり。 

 ◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）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 ＝ ２月２７日（月）～３月１０日（金） 

 


