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水沢地区市民センター
水沢地区団体事務局
（センター２階）

329-2001
329-2323

センターだより
水沢地区のホームページのアドレスは https://suizawa-yokkaichi.com

ご意見・投稿などは suizawahp@gmail.com

民生委員児童委員及び主任児童委員の紹介
令和元年 12 月 7 日(土)四日市市文化会館において、
民生委員児童委員、主任児童委員の委嘱状･感謝状伝達
式が行われ、次の方々が新しく民生委員児童委員、主
任児童委員として厚生労働大臣から委嘱されました。
知己の身近な相談相手として、高齢者や障害者の福
祉に関すること、子育てなどの不安に関する様々な相
談・支援いただきます。よろしくお願いします。

水沢地区の民生委員児童委員
名

<敬称略>

役職

氏

副会長

堤 八継

宮妻町

会長

岡部 長一郎

水沢谷町・北谷町

原 桂子

三本松町・西條町

坂田 嘉代子

水沢本町・水沢中谷町

中村 和正

水沢東町

田中 はるみ

水沢茶屋町・四ツ谷町・横堀町

田川 小百合

水沢野田町

鈴木 久代

主任児童委員

市役所宿直室（地下１階）354-8177
●戸籍についての届出(出生、死亡、婚姻など)の受付
●埋火葬許可証の交付
上下水道局夜間休日窓口 351-1211
●水道や下水道の故障や事故の復旧など
※12/28(土)、1/4(土)、1/5(日)の貸館は可能です。

担 当 地 区

第９回郷土が誇る芸能大会を開催します！
水沢から「茶葉—ズ」のみなさんが出演
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂
に会して演じ合う芸能の祭典を行います。水沢地
区からは「茶葉—ズ」の皆さんが 15 時 55 分ご
ろから出演予定です。
皆さん、是非会場へ応援に行きましょう。

次の方々が退任されました。長年にわたり、地区
の福祉にご尽力いただきありがとうございました。
今後もご支援をお願いいたします。<敬称略>
小林 悦子【宮妻町】、安藤 たかよ【三本松町･西條
町】、森 愛子【本町･中谷町】、田中 治正【東町】
水谷 正一【茶屋町･四ツ谷町･横堀町】

日

場

時：令和２年１月１８日(土)
第Ⅰ部 10:00～13:15
第Ⅱ部 14:00～16:55
[時間は変更になる可能性があります]
所：四日市市文化会館 第２ホール

入場料：無料(入退場自由)

水沢小学校コミュニティスクール運営協議会(きらら委員会)が文部科学大臣表彰を受けました
水沢小学校コミュニティスクール運営協議会(きらら委員会)は、平成 22 年度に発足し、今年度で 10
年目を迎えました。この 10 年間、地域と学校が連携・協働し、地域の教育力の向上を図り、地域社会
全体での教育の実現をめざすことを目的として活動を続けてきました。そして、幅広い地域住民の皆様
方の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する様々な活動(地域学校
協働活動)を推進していただきました。その活動内容が他の地域の模範として認められ、この度文部科学
大臣表彰を受けることとなりました。
12 月 2 日(月)文部科学省での表彰式には、きらら委員会を代表して
森哲也 推進委員長と萩田弘樹 学校長が出席し表彰状を受け取りました。
これもひとえに、地域住民の皆様方のご協力の賜であると感謝しており
ます。今後も、水沢小学校のコミュニティ活動に、ご支援・ご協力をよろしく
お願いいたします。
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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、令和２年1月８日、9日に開催します。常任委員会ごとに18時30
分から４会場で開催します（詳細は下記参照）。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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。
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、参加を希望する会
場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

第１部：議会報告会
日

令和２年 1 月８日(水)
１８：３０～２０：４５

時

常 任
委員会
所
事

管
項

会

場

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

総

産業生活

務

市政の企画、財務、
危機管理、消防、シテ
ィプロモーションなど
茶業振興センター
研修室
水沢町２52－63

令和２年 1 月９日(木)
１８：３０～２０：４５

教育民生

商工業、農林水産業、
教育、こども、
市民文化、市立病院
健康福祉など
など
大矢知地区市民ｾﾝﾀｰ
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ
２階 大会議室
２階 大会議室
下さざらい町 1－3

都市・環境
道路、住宅、上下水道、
環境衛生、国体など
三重地区市民ｾﾝﾀｰ
別館 大ホール

塩浜本町 1－1－2

東坂部町 71—2

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします(事前予約は不要です)。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、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354-8340

架空請求ハガキにご注意ください
最近、
「裁判所や国の関連機関を連想させる差出人から身に覚えのないハガキが届いた。このまま放置
すると強制的に差し押さえになるなどと書いてある。どうしたらいいか。」といった相談が多く寄せられ
ています。
これはいわゆる架空請求ハガキで、不特定多数に送られています。連絡をすると個人情報を相手に知
られるばかりではなく、高額な支払いを要求されることもあります。ハガキに書かれている「あなたが
訴えられている」
「強制的に財産が差し押さえられる」といった内容はうその内容です。そのため、ハガ
キが届いても無視をし、相手に連絡しないようにしてください。
なお、実際に裁判所から郵便物が届く場合は、
「特別送達」という方法がとられます。そのため、郵便
物はハガキではなく封書で届き、書留のように本人が直接受け取ることになっています。このような形
で届いた場合は無視せず、必ず内容を確認してください。
【問合せ】四日市市役所１階

市民・消費生活相談室

３５４－８２６４

受付時間：平日 9:00～12:00、13:00～16:00 祝日・年末年始（１２／２８～１／5）を除きます。

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３年度から適用される第八次介護保険事業計画・第九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方は、返信用封筒にて１月１５日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】四日市市役所介護保険課 管理・保険料係
354-8425／FAX 354-8280
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■募集内容 地域マネージャー(会計年度任用職員(フルタイム))
■募集人数 １２人程度
■職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくり
に関する業務
■任
期 令和２年４月１日～令和 3 年３月 31 日（再
任用する場合もあります）
■勤 務 地 各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）
[水沢地区は募集していません]
■募集期間 令和２年 1 月６日(月)～1 月 31 日(金) （必着）
■応募方法

■問 合 せ

市民生活課、各地区市民センターにある募
集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市
役所５階市民生活課へ郵送または直接お
持ちください。持参の場合は、月曜日から
金曜日(祝日を除く)の 8:30～17:15 まで
にお願いします。
市民生活課 ３５４－８１４６

■主な受験資格 次の要件を全て満たす人
①昭和 30 年 4 月 2 日以降に生まれた人。ただ
し、現に地域マネージャーに任用されている者
のうち、任用期間が 1 年目から 5 年目までの
ものついては、この限りではない。
②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら
積極的に取り組む意欲がある人
④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務
員は、正規職員を定年等で退職後、３年以上経
過していること。
⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑥四日市市に在住する人

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！
330-5020

FAX334-0606

HP:http://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

【主なイベント日時・内容】
1 月４日(土)
10:30～12:00

《料金：無料》

凧作り
竹ひごとビニールを使って、本格的な凧作りをし
よう。作った後は広い場所で遊んでみよう！

1 月６日(月)

かきぞめ

13:30～15:30

新年の目標や抱負をかきぞめしよう！みんなで作
る大きな作品は 1 年間プラザに飾るよ。

1 月 12 日(日)

えほんのひろば

14:00～14:30

季節のおはなしと工作をします。

1 月 16 日(木)

なかよし広場

10:00～11:30

子ども、子育て、食、地域の話題など、テーブル
を囲んでお話ししましょう。広場に集まった皆さ
んで、ゆったりと交流しませんか？

【１月開催日】８日(水)・２２日(水)
１０：００～１１：３０
いよいよカレンダーも最後の１枚となりまし
た。保育園では、クリスマスツリーを飾り、お部
屋の壁面には 子ども達が作ったリースやサン
タクロース等でクリスマス一色になっています。
12 月 25 日(水)10 時からホールにて、クリ
スマス会を開催します。ぜひ、ご参加ください。

329-2166

人権標語
❋友達は とっても大事 宝物（堤 結愛）
❋あいさつは みんなの笑顔 つくりだす（水谷日咲）
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対象：どなたでも
定員：先着 20 名
※当日 9:00 から整理券配布
対象：小学生～高校生
持ち物：書道用具一式、汚れてもよい服装
対象：どなたでも
対象：子育て中の保護者どなたでも
協力：生活協同組合コープみえ

『よっかいち・はつらつ健康塾！』

申込み:不要
参加費:無料

65 歳以上の方を対象に、介護予防のための
健康知識を学んでいただきます。

日時：1 月 ６日(月) 10:00～11:00
場所：北谷町公会所
内容：「 認知症について」
ストレッチ、脳トレ
問合せ：水沢在宅介護支援センター 329-3553

自動車文庫

1 月１０日(金)

水沢地区市民センター 13:00～13:30
水沢三本松バス停

13:40～14:10

水

14:20～14:50

沢

病

院

おいしい︕楽しい︕男性の料理講座
10 才の男の子も 40 才のパパも 80 才
の大人でも、包丁を握って簡単な料理を
作ってみませんか？

日 時
場 所
材料代
持ち物
定 員
講 師
申込み

２月９日(日) 10:00～(2 時間程度)
水沢地区市民センター 調理室
５００円(予定)
エプロン・三角巾(てぬぐい等)・ふきん
男性８名
地域活動栄養士会の栄養士さん
２月 4 日(火)までに、水沢地区市民セン
ター(329－2001)へ

◇対象者
平成１１年４月２日～平成１２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。）
水沢地区の新成人
男性１９名 女性１０名

田舎あられの原料である「生あられ」をもち
米から４種類くらい作ります。作ったあられは
1 月 24 日に小口切りしてお渡しします。
昔からよく食べていたほっこりあられを、も
ち米から作ってみませんか？
日 時
場 所
材料代
持ち物
定 員
主 催
申込み

１月２１日(火) 9:00～12:00
茶業振興センター(水沢町 252-63)
１１００円(実費)
エプロン、三角巾
１０名
青葉会
１月８日(水)までに、水沢地区市民
センターへ(３２９－２００１)

◇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。
◎成人式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。
◎障害のある方など介助、付き添いを希望される
方は保護者(介助者)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ので、できるだけ公共
交通機関をご利用ください。

◆令和４年度以降の四日市市の成人式について◆
民法改正により、令和 4 年 4 月１日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられますが、四日市市におい
ては「(仮称)２０歳(はたち)を祝う会」の名称で、これまでどおり当該年度に２０歳を迎える市民等を対象に、成人の
日前後に行うこととします。
１８歳で成人式を行うのは、大学などの受験や就職活動、あるいは 4 月からの生活に向けた準備などがあるた
め、これまでどおり 20 歳を大切な節目として行いたいと考えています。
◇問合せ

四日市市こども未来部 こども未来課 青少年育成室 ３５４－８２４７

帰省中のみなさま

四日市市へふるさと納税はいかがでしょうか。(市外在住の方対象)

「ふるさと納税」とは、市外にお住いの方が故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。主
な特徴としては、
・確定申告により、税金の控除が受けられます。（実質負担 2,000 円）
・「ふるさと（四日市）」からお礼の品（返礼品）を受け取ることができます。
また、令和２年１月１１日までの期間限定で、四日市の誇る大入道山車を応援するプロジェクトへの寄付
を募っています。こちらも「ふるさと納税」同様、四日市のお礼の品（返礼品）を受け取ることができます。
（市内の方で、このプロジェクトに興味がある方は、市観光交流課354-8176 までお問い合わせください。）
遠方で普段会うことのできない方と会えるこのシーズン！
是非ともこの制度をご案内ください。
詳細は「ふるさとチョイス」HP をご覧ください。
https://www.furusato-tax.jp/gcf/705
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