
 夜間･休日でも 
取れるんだ！ 
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  E メールアドレス：utsube-c@city.yokkaichi.mie.jp 

 

ホームページアドレス：http://www.utsube.jp/ 

 

内部地区市民センター  TEL ３４５－３９５１ 

            FAX ３４９－２００４ 

第２４号 

令和5年３月２０日 

４月３日（月） 内部保育園入園式 

４月６日（木） 内部小学校・内部東小学校入学式 

４月６日（木） 内部中学校入学式 

４月７日（金） 内部幼稚園入園式 

入学式・入園式のお知らせ 

詳しくは、 
四日市市ホームページへ 

※マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字４桁)が必要です。 
※発行された証明書の返金・交換は出来ません。 

マイナンバーカードで住民票や証明
書がコンビニで取得できます！ 
しかも安い！ 

 50円もお得！ 
(戸籍は 100円) 

〇利用できる証明書と手数料 

 

  平日・土日祝日とも 
 
 
 （年末年始と点検日を除く） 
  
※各店舗の営業時間が優先されます 

６：３０～２３：００ 

取得できる時間  

・セブンイレブン ・ファミリーマート 
・ローソン    ・ミニストップ 
・イオンリテールなど 

 
※店舗の詳細な情報は,各コンビニエン
スストア等のホームページをご覧く
ださい。 

利用できる店舗 

「2023 年トルコ・シリア地震救援金」にご支援をお願いします！ 

2 月 6 日に発生したトルコ・シリア地震により、甚大な被害が発生しました。
被災された方々への救援活動を支援するため、下記のとおり救援金を受付けてい
ます。みなさまの温かいご支援をお願いします。 
 

【義援金名】「2023 年トルコ・シリア地震救援金」 
【受付期間】令和５年５月３１日（水）まで 
【受付口座】ゆうちょ銀行・郵便局 

      口座記号番号 00110-2-5606 
口座加入者名 「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」 
注：通信欄に「2023 年トルコ・シリア地震救援金」と明記し

てください。 
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除されます。 
※受領証の発行を希望される場合は通信欄に「受領証希望」と明記してください。 
【問 合 せ】日本赤十字社四日市市地区 

 健康福祉課内 TEL３５４－８１０９   FAX ３５９－０２８８ 

回 

覧 
 

          

          

 

 

 

 

消防分団で活躍をしていただいた三谷新市さん（小古曽町）が 

３月３１日をもって引退されることになりました。 

三谷さんは昭和５２年４月１日に内部分団に入団され、平成２８年に 

分団長となられました。 

表彰歴も数ある中、令和２年には藍綬褒章を受章されました。 

４６年の長きにわたりお世話になり本当にありがとうございました。 

４月１日からは、栗本孝則さん（波木町）が分団長になられます。 

よろしくお願い致します。 

 

ありがとうございました 

※両日とも若干の空きがあるため再募集いたします。 
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 

メニュー ◎手作りピザを作るよ！！ 

 

子どもクッキング 参加募集のお知らせ 再掲 

  
令和５年４月１日 
手数料減額スタート 

http://www.ut/


 

  

 

 

  

  

 

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、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 ４月１３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 タオル、飲み物、マスク（推奨） 

 ◇問合せ 高齢福祉課  TEL３５４-８１７０ 
 

イキイキ教室 ヘルスリーダーによる 

 

申込み・参加費 

不要です 

 

巡回日 停車場所 停車時間 
４月１４日（金） 波木が丘中公園 １４：２０～１５：００ 

４月１９日（水） 

 

 

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 

４月２８日（金） 波木南台３号公園 １４：１０～１５：００ 

 

自動車文庫のご案内 

 

 

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（５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 ＝ １０７０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 ＝ ３月２７日（月）～４月１４日（金） 

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】4 月１日(土)より開館時間が変わります。 

＜第 1 部＞9：00～12：30 ＜第 2部＞14：00～19：00(小学生以下は 17：00まで) 

※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】 

4 月 1 日（土） 

、２日（日） 

 

① 10：30～ 

     11:30 

② 14：00～ 

  16：00 

みんなの夢インタビュー 

将来の夢、新学期の目標などあなたの夢

をおしえてね。収録した音声は、後日

CTY-FM で放送されます。 

対象/4 歳～１８歳 

定員/なし(実施時間中に

随時インタビューを行い

ます。) 

協力/CTY-FM 

4 月 10 日（月) 10：30～11：00 

 

ちょうちょをつくろう 

シール貼りやお絵かきを楽しみます。 

対象/未就学児 

定員/当日先着２０組 

（受付 10：00～） 

4 月 15 日（土） 10：00～11：15 よかパパひろば 

今回は紙吹雪あそびをします。 

パパ達の交流の場、おしゃべりタイムも

あります。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10組 

（受付 9：00～） 

4 月 26 日（水） 

 

15：30～16：15 

 

ボールでレクリエーション 

ボールを使って 

いっぱいあそぼう。 

対象/小学生 

定員/当日先着 16名 

（受付 15：00～） 

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。 

TEL330-5020  FAX334-0606 HP: ttps://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 

 

 

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく！ 

日    時 場    所 

４月１２日（水） １４：４０～１４：５０ 北小松公民館 

４月１4 日（金） １３：００～１３：１５ 

１３：３０～１３：４５ 

南小松公民館 

波木町公会所 

４月１7 日（月） 

 

 

１３：００～１３：２０ 

１３：４０～１４：１０ 

１４：３０～１４：５０ 

小古曽公民館 

内部地区市民センター 

釆女が丘コミュニティセンター 

生後 91 日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の４～6 月に狂犬病予防注射を受けさ

せることが法律で義務付けられています。「動物病院」または 

（市が行う）「集合注射会場」で狂犬病の予防注射を受けてください。 

◆動物病院で受ける場合は、直接病院へお問い合わせください。 

◇問合せ 衛生指導課 TEL３５２－０５９１ 

 

 再掲 


