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健康ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による

令和２年度

イキイキ教室

運動とレクリエーションで楽しく笑って介護予防！

日 時：

１１月１１日 (水) 10：００～１時間程度

場 所：保々地区市民センター２階 会議室
対 象：おおむね６５歳以上の市民の方
持ち物：マスク、タオル、水分補給用の飲み物
（動きやすい服装でお越しください）
内 容：介護予防の運動、認知症予防の運動、メロディベルなどのレクリエーション
新型コロナウイルスの影響で中止しておりました、ヘルスリーダーによるイキイキ教室で
すが、イスに座ってのストレッチや筋力トレーニングの内容で、７月より再開しています。
参加するにあたっては、以下のことにご理解いただきますようお願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配
される方は参加を控えていただくようにお願いします。
【問い合わせ先】

回
覧

四日市市役所 高齢福祉課 ☎３５４-８１７０

９月２８日（月）に大樹寺境内で「しめ縄づくり講習会」が開催されました。
な

参加者及び講師の弐千年会さん含め約１０人は、用意していただいた藁を綯うの
に苦労しながらも、講師の方々の指導のもと正月に飾るにふさわしいしめ縄を完成
することが出来ました。ご参加いただきありがとうございました。

図書室に新しい本が入りました
１０月３０日（金）から貸し出しを開始します。
♘一般書
☫ 万葉学者、墓をしまい 母を送る
（上野 誠）
☫ むかしむかしあるところに、死体がありました。 （青柳 碧人）
✲児童書
❅ おやすみ、はたらく くるまたち
❅ 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！
❅ どこどこ かわいい
❅ なまえのないねこ
❅ みずとは なんじゃ？

（シェリー・ダスキー・リンカー）
（大野 正人）
（たなか しん）
（竹下 文子）
（かこ さとし）

図書の貸し出しについて
※本は一人３冊まで借りられます。
※貸し出し期間は２週間です。
※本を借りられる時は、貸出票を必ずご記入下さい。

１１月の自動車文庫
【１１日（水）】
人権プラザ小牧
市 場 町
西村町営農センター
高 見 台

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

【２０日（金）】
中野町稲場池

14:30～15:00

◇◇四日市市長選挙のお知らせ◇◇
◎投票日 11 月 2９日（日） 午前７時～午後８時
◎投票所
旧ふれあい会館
※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、
投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。
入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇
◎期日前投票所 投票日 11 月 2３日（月・祝）～2８日（土）午前８時３０分～午後８時
(1) 諏訪町２番２号 四日市市総合会館（市役所西隣）１階 ロビー
(2) 塩浜町１番地１１ 三重北勢健康増進センター(ヘルスプラザ)１階 研修室
(3) 富田二丁目４番１５号 四日市市防災教育センター(北消防署内)２階 防災センター
(4) 曽井町３９１番地２ 四日市市中消防署中央分署 ３階 多目的ホール
(5) 大字泊村４１８４番地３ 四日市市南消防署南部分署 １階 第１会議室
(6) 中村町２２８１番地２ 四日市市北消防署北部分署 １階 会議室
【問い合わせ先】
四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号 ☎３５４－８２６９

投票所（期日前投票所を含む）における
「新型コロナウイルス感染症対策」について
選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での
感染症対策を行います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自
身の感染症対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。

１

投票所内での感染症対策

(１) 投票所にアルコール消毒液を設置します
(２) 投票管理者・立会人、投票所事務従事者はマスクを着用します
（事務従事者は手袋を着用）
(３) 投票所受付に飛沫防止シートを設置します
(４) 定期的に投票所備品（記載台、鉛筆等）を消毒します
(５) 定期的に投票所内の換気を行います
(６) 投票所内が混雑しないよう、入口で調整します

２ 有権者の皆様にお願いする感染症対策
(１) 投票所に設置するアルコール消毒液による手指の消毒、マスクの着用、咳エチ
ケットにご協力ください
(２) 周りの方との距離を十分にとってください
(３) 持参した鉛筆（シャープペンシル）で投票用紙に記入することができます
(４) 投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票の利用をご検討ください
(５) 帰宅後に手洗い・うがいを行ってください

◆コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニなどの店舗内に設置
されているマルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登
録証明書などの証明書が取得できるサービスです。※サービスを利用する
にはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードでは利用で
きません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。

◆コンビニ交付サービスの一時停止について
コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止
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。
■一時停止日
日時：１１月１日（日）終日
◆一時停止するサービス
・すべての証明書
日時：１１月１３日（金）１９時から、１１月１４日（土）、１５日（日）の終日
◆一時停止するサービス
・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本）
・戸籍の附票の写し
（※住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税証明書は上記期間内でも交付可能です。）

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ
市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業
務を停止します。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。
■臨時休業
日時：１１月１日（日）、１４日（土）、１５日（日）
問合せ先：市民課(☎354-8152

FAX 359-0282)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した
行事が中止・延期、または内容が変更になる場合や、市公
共施設が臨時休業する場合があります。詳しくは各問い合
わせ先にご確認ください。

保育無料券とは、第 2 子以降の子の出産後における保護者の心身の負担軽減のため、市内の認可保
育園・こども園での一時保育に上の子を 2 回まで無料で預けられる券のことです。保育無料券を受け
取るには、交付申請をしていただく必要があります。

＜申 請 方 法＞
こども未来課(総合会館 3 階)、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高
架下)にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出ください。

＜対

象

者＞

市内在住の産婦で、第 2 子以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児)を養育している人。

＜利 用 期 間＞
保育無料券を受け取った日から、出産月の 12 か月後の月末まで。

＜利 用 方 法 等＞
一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、
各園にお問い合わせください。
【お問い合わせ】こども未来課 TEL：354-8069

≪四日市市消防本部からのお知らせ≫

秋の火災予防運動
その火事を

１１月９日～１５日

防ぐあなたに

金メダル

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防火に関する意識を高め
ていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合も被害を最小限にとどめることを
目的として、毎年「秋の火災予防運動」を実施しています。
以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。
●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこ
りなどをふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
■お問い合わせ 四日市市消防本部予防保安課（☎ 356-2010、FAX 356-2041）

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号

橋北交流会館 4 階

TEL：059‐330‐5020
FAX：059-334-0606
HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
2017 年 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。
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「すくすく広場」や「赤ちゃん
広場」も実施しています。
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、クッキングルーム、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！！
【主なイベント日時・内容】
11 月 9 日

10：00～11：00

（月）
30 日

すくすく広場

対象/未就学児

手遊び、絵本の読み聞かせ、季節に合った制作活

定員/当日先着 20 組

動を予定しています。

（月）
11 月 22 日

15：30～17：00

（日）

プラザフェス 2020

対象/どなたでも

家族や友だちとプラザに集合！

定員/当日先着 50 名

いろいろな音楽を楽しもう♪

※15：00～受付開始

出演したい人も募集します。
※募集要項については通信かＨＰをご確認くださ
い。

11 月 23 日

15：30～16：30

（月・祝）

11 月 25 日
（水）

15：30～16：30

こども運営委員会 presents「ポイントハンター」

対象/小学生

こども運営委員会がプラザ中に宝箱を隠したよ。

定員/当日先着 25 名

見つけ出して高得点を目指そう。

※15：00～受付開始

ポートボールをやってみよう

対象/小学生

バスケに似ているけどバスケじゃない、ゴールの

定員/当日先着 16 名

かわりに人がボールをキャッチする日本発祥のス

持ち物/上ぐつ、飲み

ポーツ、ポートボールを体験します。

物

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。

女性のためのカウンセリング講座（オンライン）全４回

オリエンテ
ーション

第1回

第2回

第3回

日付

時間

11/11

10:00 ～

(水)
11/20
(金)
11/27
(金)
12/4
(金)

11:00
10:00 ～
11:30
10:00 ～

内

講師

容

オンラインテスト、自己紹介、説明
カウンセリングの基礎「聴く 看る」
テーマから学ぶ「家族との関係」

11:30

カウンセリングの基礎「わかる 共感」
テーマから学ぶ「友人との関係」

10:00 ～

カウンセリングの基礎「尊重

11:30

テーマから学ぶ「生き方」

◆お問合せ・お申込み◆

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
四日市市本町９番８号 本町プラザ３階
TEL：３５４－８３３１
FAX：３５４－８３３９
E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

受容」

石田ユミさん（フェミニスト
カウンセラー・公認心理師・
臨床心理士）
対象
①市内に在住、または通勤・通学
し、全 4 回参加できる女性
➁インターネットの接続環境で
タブレット端末または Web カ
メラ付きのパソコンを用意で
きる人（スカイプのアカウント
の取得が必要）
定

員 10 人程度（先着順）

参加費
無料（通信料はご自身の負担）

