保々地区

2017 年 11 月 20 日

№16

保々地区市民センター
電話 339‐0001・0663

保々地区団体事務局
電話 339‐3130
＜保々地区ホームページ＞ http://hobo.main.jp/

勤続５年

【 平成 29 年度 永年勤続自治会長表彰 】
田中 實さん
（保々地区連合・中野町中瀬古自治会長）
加納 秀夫さん （中野町山条自治会長）

１１月１日（水）四日市市文化会館において、「平成２９年度四日市市自治会
長大会」が開催されました。その席上、永年にわたり地域の自治会活動につ
くされた功績に対し表彰されました。おめでとうございます。

生活習慣病の方！予備軍の方！食生活を見直し、改善してみませんか⁉
日

時：12 月 1１日（月）午前１０時～

場

所：保々地区市民センター

定

員：１２人（定員になり次第、締め切ります。）

２階

料理室

メニューは
当日の
お楽しみ！

材料費：６００円（当日集めさせていただきます）
持ち物：エプロン、三角巾（スカーフ・てぬぐい）、ふきん、台ふき
担

当：保々ヘルスメイト（地域で活動している食のボランティアです）

【申込み先】12 月４日（月）までに

回
覧

保々地区市民センター

☎３３９-０００１へ

日

時：12 月 25 日（月）午前１０時～午後１時

場

所：保々地区市民センター 2 階 料理室

定

員：１６名

参加対象：小学生と年少から年長の幼児
（幼児の方は保護者同伴）

メニュー
❤カップ寿司
❤すまし汁
❤クリスマスクッキー

材 料 費：４００円（保護者の方もいただきます）
持 ち 物：エプロン・バンダナ・手ふきタオル・マイはしを用意してね！
講

師：保々地区のお料理が大好きなお母さんの集い

申込み先：保々地区市民センター

☏３３９－０００１

１２月１４日（木）午前９時から受付開始

１１月２５日（土）

日

時：

場

所：保々中学校

対

象：中学生以上

９：３０から受付開始

１２時頃終了

体育館

持ち物：運動ができる服装・体育館シューズ・タオル・水分補給のお茶など
参加費：無料（申込み不要）
講

師：バスケットボールクラブ会員

【問合せ先】保々ふれあいスポーツクラブ事務局
☏３３９－３１３０（保々地区団体事務局内）

『こども さつまいもまつり』開催！
平成２９年１０月３１日（火）保々の自然に親しむ会の指導協力のもと、保々小学校１・２年
生、私立ひばり保育園児、スタッフ等の総勢約２００名が参加し、『こどもさつまいもまつり』が
開催されました。いもほり終了後は、蒸しいもなどを試食しながらクイズに挑戦し、帰りにさつま
いものお土産をいただきました。関係者の皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。

平成 2９年 11 月５日（日）
、ふれあい会館において保々地区の文化祭が開催され
ました。当日は暑いぐらいの好天で、大勢の方に来ていただき、舞台発表、作品展示、
模擬店、ふわふわ、お楽しみ大抽選会、カラオケなどなど、盛りだくさんの内容で地域の文化芸能
等を楽しんでいただきました。関係者のみなさんお疲れ様でした。ありがとうございます。

募金活動への賛同お礼
平成 2９年 11 月５日（日）に、ふれあい会館において保々地区の文化祭が盛大に開催さ
れる中、共同募金の義援金を募りました。
たくさんの方々から心温まる善意をいただき、11,661 円お預かりしました。
（※お預かりした義援金は、市社協を通じ大分県豪雨災害へ寄附させていただきます。）
心のこもったこの義援金は、有効に活用される事になります。
ご協力いただきました皆様のお気持ちは、支援を受ける方々にも
伝わり、多くの人を救う力となることと、信じております。
本当にありがとうございました。
保々地区社会福祉協議会／保々地区民生委員・児童委員

１２月のあそぶ会

保々幼稚園

１日（金）・６(水)・８(金)・１５(金)
☆
☆
☆
※

☎３３９－０１６８
１０：００～１１：３０

１日（金） 身体測定・えほんのよみきかせ
８日（金） お誕生会
１５日（金） クリスマス会
寒くなってきましたね。暖かくしてお出かけ下さい。
天気のいい日は、戸外でも遊び、丈夫な体を作っていきましょう。

１２月のあそぼう会

保々保育園

☎３３９－０９１９

７・１４・２１日 木よう日 １０：００～１２：００
☆ ２１日…看護師さんに身体測定をしていただきます。
☆ 天気の良い日は砂場・すべり台・ブランコ等で元気に遊びましょう。外出から帰っ
たら忘れずに手洗いをして体調を整えて寒さに負けない体づくりをしていきましょう。
※ 今月２１日で今年のあそぼう会は終了となり新年１月１１日より始まります。

と き：平成２９年 12 月 1７日（日）
13 時 30 分～15 時 30 分（開場 13 時）
ところ：四日市市総合会館 視聴覚室
第１部

四日市市の在宅医療の『今』

講演

講師

第２部

事例報告

四日市医師会理事

伊藤

毅

氏

みんなで支えた在宅療養生活

コーディネーター
報告者

オブザーバー

入場無料
事前予約不要

四日市医師会理事
四日市医師会理事
訪問看護師
市
民

四日市医師会

会長

松尾 秀一氏
玉垣 浩美氏
下濱 美帆氏
藤田 倫子氏
加藤

四日市市の在
宅医療の情報
満載の冊子を
お配りしま
す！

尚久氏

【お問い合わせ】
四日市市健康福祉部 健康福祉課
電 話：０５９（３５４）８２８１
ＦＡＸ：０５９（３５９）０２８８

１２月の自動車文庫
【

７日（木】
人権プラザ小牧
市 場 町
西村町営農センター
高 見 台
【１９日（火）】
中野町稲葉池

１０：１０～１０：４０
１０：５０～１１：２０
１３：４０～１４：１０
１４：２０～１５：００
１４：３０～１５：００

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取りいただい
ていない場合には、市民課までご連絡ください。
②マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわらず、市役所
から受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課までお問い合わせください。
※マイナンバーカードを申請するに当たり、
「個人番号カード交付申請書」の名前・住所
などに変更があると、申請は受け付けされません。

★マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について
市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カ
ード交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効期限が
平成２９年１０月４日になっている場合でも、平成３１年５月３１日まで
切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
◆送付用封筒の材料をダウンロードできます
下記のサイトから、封筒作成の材料をダウンロードいただけます。
【マイナンバーカード総合サイト】
https://www.kojinbango-card.go.jp/
※トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の「封筒材料のダ
ウンロードはこちら」をクリックしてください。

法務局からのお知らせです
相続登記をお忘れではありませんか？
不動産を相続した後，長期間相続登記をせず，放置しておくと…
①更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。
②相続登記の手続費用が高額になる。
③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。
④不動産が適正に管理されず，荒地や空き家等が増え，環境が悪化する。
といった様々な問題が発生する可能性があります。
大切な不動産を次世代に引き継ぐため，相続登記の手続を進めましょう。
また，相続手続を簡素化することを目的として，
「法定相続情報証明
制度」を開始しました。この制度は，戸籍などの書類を基に，法務局
が法定相続人が誰であるのかを確認し，戸籍謄本等に代わる公的証明書を
無料で発行するものです。相続登記はもちろんのこと，金融機関におけ
る預貯金の払戻し等，様々な相続手続で御利用いただけます。
「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は，
法務局ホームページをご覧ください。
◇「未来につなぐ相続登記」～次世代を担う子どもたちのために～
【問合せ先】津地方法務局四日市支局 ℡０５９－３５３－２２３７

平成３０年１月７日（日）四日市市文化会館で開催します。
対象となる方は、ぜひご参加ください。
◇対 象 者
平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方
（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。）
（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、下記まで
ご連絡ください。）
◇開催時間
開場：１２：００
開演：１３：００・・・式典は１時間程度を予定
◇そ の 他 ・入場受付は行いません。
・酒類等の飲食物は持ち込みができません。
（入場をお断りする場合があります。）
・第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。
・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用くだ
さい。
◇問い合わせ先
四日市市こども未来部 こども未来課
青少年育成室
℡３５４－８２４７
※広報『よっかいち』の１２月下旬号でも詳しくお知らせしますのでご覧ください。
※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いただけます。
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう!!
TEL：059‐330‐5020
FAX：059-334-0606
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
4 月にオープンした『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。
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。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や
図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。
また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！
■年末年始休館日
１２月２９日～１月３日
【主なイベント日時・内容】
12 月 2 日（土）

10：30～11：30

親子クラフト「ぽんぽんけん玉」

事前申込：不要

親子でいっしょに簡単なけん玉をつくろう！

対象：0～5 歳まで

12 月 19 日（火）

定員：先着 20 名
（受付開始：10:15～）

12 月 9 日（土）

14：00～16：00

12 月 24 日（日）

12 月 16 日（土）

13：30～15：00

中高生の居場所計画

事前申込：不要

中高生のお悩み聞きます。一緒に楽しく遊びま

対象：高校生まで

しょう！

定員：なし

プラザクリスマス会

事前申込：不要

プラザで楽しいクリスマス会を行います！

対象：高校生まで

参加は自由ですので是非参加してください！
①11：00～12：00

はがきづくり

事前申込：不要

12 月 23 日（土）

②13：15～14：15

紙すきをしてオリジナルのはがきを作りまし

対象：小学生まで

12 月 26 日（火）

③14：30～15：30

ょう！

定員：各回先着 20 名
（各回開始１５分前から受
付開始）

料金

無料

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ
新規援助会員講習会のお知らせ
ファミリー・サポート・センターは、子育てを
地域で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみません
か？受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、
援助会員として登録できます。１講座からでも受
講できます。
場
所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３F
申込方法 ：電話、FAX にて平成 30 年 1 月１3 日(土)までにお申し込みください。
テキスト代：2,0５0 円
そ の 他 ：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX 323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
日時
内容
1/20(土)

9:30～16:00

1/21(日)

10:00～16:00

子どもの心と身体の発達・小児看護

1/27(土)

10:00～15:30

子どもの世話(あそび)・発達障害について～その子ど
もとの接し方～

1/28(日)

10:00～15:30

子どもの病気・子どもの心に寄り添う

2/3(土)

9:30～15:00

相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活

子どもの安全と事故・救急法
援助活動を円滑に進めるために

講習のまとめ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくため
に、平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講して
ください。
日 時：2 月１0 日(土) １３：００～１５：００
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ
定 員：会場の都合により、30 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込方法：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
託 児：有り/無料 ※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX 323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

