２０２１年２月２０日号 ＮＯ．２２
水沢地区市民センター
水 沢 地 区 団 体 事 務 局

すいざわ

329- 200 1
329- 232 3

「すいざわ センターだより」がカラーで見れます。

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

防災倉庫が移転しました！
水沢地区市民センター南駐車場（保育園側）

ご意見・投稿などは suizawahp@gmail.com

防災倉庫

水沢小学校
体育館

地神池

整備に伴い、もしもの時、指定避難所に避難さ
れた方々に少しでも早く避難物資をお渡しで

水沢
保育園

きるようにとの趣旨から、防災倉庫を水沢小学

防災倉庫

センター
南駐車場

校体育館裏に移転させていただきました。

水沢地区
市民センター

センター駐車場

水沢地区では、平成３０年１１月３０日に土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域（通称：
レッドゾーン）の指定が、三重県によって行われました。
四日市市は、がけ崩れ等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、市民の
生命・財産を守るため、危険住宅を除却し、安全な住宅への移転（建て替え）を促進することを
目的とした事業を行っています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域
（通称：レッドゾーン）
に指定された区域

① 規制
新築・増築などの工事を行う場合に建築物が構造規制を受けます
② 補助
住宅の除却、建て替え費用の一部が助成されます
（１）除却等費
最大９７．５万円
（２）建設助成費（一般地域）
最大４２１万円

問合せ

指定区域に関すること

四日市建設事務所 総務・管理室 管理課

３５２－０６６７

支援措置に関すること

都市整備部 建築指導課 建築調整係

３５４－８２０６

構造規制に関すること

都市整備部 建築指導課 建築確認係

３５４－８２０８

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
沢
病
院 １４：２０～１４：５０
－１－

四⽇市市こども⼦育て交流プラザへ遊びに⾏こう︕︕
 ３３０－５０２０

FAX ３３４－０６０６

所在地：四日市市東新町２６番３２号

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

橋北交流会館４階

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、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】
プラザおんがくかい
～橋北中学校音楽部～
３月 １３日（土） １５：３０～１６：３０

いろいろな楽器のアンサンブルを楽しみま
しょう♪

《対象》

お手紙を書こう。
３月１３日（土）
～２６日（金）

９：００～１１：３０
１２：３０～１４：００
１５：００～１７：００

おじいちゃんや、おばあちゃん、お友だち
などにお手紙を書こう。プラザで撮影した
写真も印刷できるよ。
（１人２枚まで OK）

イライラしない子育て教えて！
３月２０日（土）

３月２７日（土）

９：３０～１１：００

１２：４５～１３：４５

《対象》
どなたでも
《定員》
当日先着５０名
《協力》
四日市市立橋北中学校
音楽部

イライラしてしまう、上手くいかない、子
どもとどうやって関わればいいのだろう？
心理カウンセラーの水野優子さんが子育て
のちょっとした疑問や悩みにお答えしま
す。※託児はありませんが、お子さんと参
加いただけます。

フィンランド発祥のスポーツ
モルックをやってみよう
モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、ス
キットルと呼ばれる木製のピンを倒し、点
数を競います。

どなたでも
《定員》
先着５０名
《持ち物》
手紙を出したい人の住所
と郵便番号をかいたもの

《対象》
保護者
《定員》
１５組 ※申込制
２月２４日（水）
９：００～来館・電話にて
受付開始
（定員になり次第終了）
《協力》オフィス優
《対象》
小学生
《定員》
当日先着１２名

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、電話にてお問い合わせください。

第１０回 郷土が誇る芸能大会で、「お諏訪踊り
保存会」が「燃える心賞」を受賞しました。
１月１６日（土）四日市市文化会
館にて、
「第１０回 郷土が誇る芸能
大会」が開催され、
「お諏訪踊り保存
会」が郷土の歌と踊りを披露し、
「燃
える心賞」を受賞されました。
－２－

３月 ８日（月）西陵中学校
３月１９日（金）水沢小学校
３月２３日（火）水沢保育園

春の火災予防運動

３月１日～７日

●火災の発生状況
令和２年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９０件です。このうち建物火災が５０件で、
主な出火原因は、放火（疑いを含む）
、たき火、たばこになります。
●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。
●四日市市消防本部公式チャンネル
当消防本部ではホームページ内に、YouTube チャンネルを開設し、さまざまな広報用動画を配信しています。
現在、消火器の取り扱いをはじめ、消防用設備の取り扱い動画を配信しています。コロナ禍で集まっての訓練が
困難であるため、広報用動画を参考にしてください。
四日市市消防本部公式チャンネル
【https://www.youtube.com/channel/UCamPmftadFCPlONeodrqJmw】
【問合せ】

消防本部予防保安課  ３５６－２０１０ ＦＡＸ ３５６－２０４１

３．１１（木） 訓練を実施します
午前９時から「津波警報」のサイレンが鳴ります
平成２３年３月１１日の東日本大震災の発災から、今年で１０年の節目となることを契機として、三重
県北勢市町において、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて「津波警報」のサイレンを約１分間
吹鳴します。
避難訓練は行いませんが、情報が届いたとき、避難のための行動がすぐにとれるか、避難グッズは備わ
っているか、皆さんも確認しておきましょう。

【放

送

内

容】

こちらは広報よっかいちです。只今から、訓練放送を行います。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。
これは訓練放送です。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。
こちらは広報よっかいちです。これで訓練放送を終わります。
下りチャイム。
【問合せ】危機管理室 ３５４－８１１９
－３－

×２回

×１回

カナダ体操チーム応援メッセージの募集
今年７月に四日市市で東京２０２０オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チームに向けた
「応援メッセージ」を募集します。
ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホー
ムページなどの広報物に掲載する予定です。
ご応募いただいた方全員に、
「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」
（1 人 1 回まで）をお
送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカナダ体操チームからの
プレゼントもあります。
■募集期間：５月３１日（月）まで（必着）
■応募方法：メールまたは郵送
■応募方法等詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
■問合せ：〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号 国体推進課
 ３５４－８４６２ ＦＡＸ ３５４－８３３８
メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
ＨＰＩＤ：1608864196356

マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは、通知カード（または個人番号通知書）と一緒に送付された「個人番号カード交付申
請書」で申請できます。
申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね１か月半程度時間がかかりますので、ご希望される方は、お早
めにご申請ください。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下の市
民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。

コンビニ交付サービスについて
全国の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）で、
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ます。
※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
【問合せ】市民課

３月１２日（金）・１６日（火）・１７日（水）終日

 ３５４－８１５２

FAX ３５９－０２８２

あそびにおいでよ ひよこクラブへ
【３月開催日】１０日（水）第２水曜日

１０：００～１１：３０

まだまだ寒い日が続いていますが、カレンダーの立春という文字に心がポカポカしてきました。
春が待ち遠しいですね。春を見つけに保育園に遊びに来てください。
令和２年度のひよこクラブは３月１０日（水）をもって終了とさせていただきます。
２０２１年度は５月より開催する予定ですので、よろしくお願いします。
－４－

