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ステキ健康サポーター養成講座のお知らせ
表彰おめでとうございます

健康づくりのために生活習慣病予防の運動や食事について学び、緑あふれる身近な
公園で仲間と楽しく活動しませんか？

７月 15 日（水）四日市市文化会館で、令和２年度四日市市民生委員児童委員
大会が開催され、次の方々が表彰されました。

◆対

象

◆定
◆日

員
時

◆場

所

◆内

容

【四日市市社会福祉協議会会長表彰】
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「特別定額給付金」の申請はお済みですか
国民一人あたり１０万円を支給する「特別定額給付金」の申請期限は、８月 31 日（月）
〔当日消印有効〕です。 期限までに申請されなかった場合は、給付金をお受け取りでき
ませんのでご注意ください。

◆参加料
◆申込み

■申請方法
市からお送りした申請書に必要事項を記入・押印もしくは署名し、申請者の（１）本人
確認書類・（２）振込先金融機関口座の確認書類を申請書裏面に貼り付けて、同封の返
信用封筒（切手不要）に入れてご返送ください

20 歳以上～75 歳未満の人
（受講後、ステキ健康サポーターとしてボランティア活動ができる人）
30 人（申込み多数の場合は抽選。参加の可否は全員にご連絡します）
令和 2 年 8 月 21 日・28 日、9 月 4 日・11 日・18 日
（毎週金曜日 9：30～11：45）
四日市市勤労者・市民交流センター 本館 1 階 多目的ホール
（日永東一丁目 2-25）
生活習慣病予防に関する講義や運動実習と、運動を人に伝えるコツを学び
ます。
無料
①教室名 ②名前（ふりがな） ③年齢 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
⑥公園ステキの会（ステキ健康サポーター主催）に参加したことがある人
は公園名を明記し、 8 月 7 日（金）（必着）までに はがきかファクス、
電話または健康づくり課窓口へお申込みください。

※災害・感染症等により、内容の変更や教室を中止する場合があります。
【健康づくり課】〒510-8601 諏訪町 1-5
：059-354-8291
FAX：059-353-6385

(１)本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などの写し
※いずれか一点で可
(２)振込先金融機関口座の確認書類の例
金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人がわかる通帳（表紙裏面）
やキャッシュカードなどの写し

ちゃんねるよっかいち

■給付金の振り込みについて
申請受理後、２週間を目途に振り込みいたします

「～世界に誇る無形文化遺産を未来へ～鳥出神社の鯨船行事」（15 分番組）
８月 11 日（火）～20 日（木）
ＣＴＹ地上デジタル 12ｃｈ
月・水・金・日 9:30 20:30 ／ 火・木・土 12:30 20:30

☆オンライン申請については、現在受け付けておりませんので郵送でご申請ください
※「特別定額給付金」に関する最新情報については、市公式サイト「特別定額給付金
について」のページ（下のＱＲコード）をご参照ください。

四日市市ホームページから You Tube でもご覧いただけます。

【お問合せ】〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市 新型コロナウイルス感染症対策室
：059-327-5990 FAX：059-327-5905

１

マイナンバーカードを作りませんか？
（休日申請受付窓口の開設）

新型「コロナウイルス」の勢いが一向に収まる気配がありません。この情勢をふ
まえて、子育てサロン「みどりの芝生」は、引き続きお休みにいたします。再開
は、広報でお知らせいたします。よろしくお願いします。
連絡先：稲垣 克子 059-365-4487

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、
下記のとおりマイナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この受付窓口で申請していただいた場合、受付時にお申し出いただいたカードの暗証番号を市
役所で入力させていただいたうえで、ご自宅宛てにマイナンバーカードを郵送(本人限定郵便・特
例型)させていただきますので、カードの受け取りのために再度お越しいただく必要はありません。
なお、カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります。
受付は事前予約制となりますので、申請を希望される方は、希望される窓口及び時間を市民課
（059-354-8415）まで電話予約してください。

よってこ家の夏！ 今回のまなびや（※１）は、夏恒例の「移動児童館」をお招きし
ました！ 簡単な工作をしたり、手づくりおもちゃで遊んだり、毎年楽しみにしてもら
っています。 今年は、就学前の子どもさんと夏の記念に簡単に作れるかわいいキーホ
ルダーを作ってみませんか！ みなさんお気軽にご参加ください。

開設窓口・開設時間 【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】
開設窓口(各会場、先着 48 名まで) 【事前予約制】1 人あたり 30 分
８月１５日（土）：海蔵地区市民センター
８月１６日（日）：八郷地区市民センター
９月２０日（日）：桜地区市民センター
１０月１７日（土）：河原田地区市民センター

日
場
内

時：令和２年８月 25 日（火）10：00 ～ 12：00
所：サロン よってこ家（富田３丁目 14－14）
容：羊毛フエルトボールのキーホルダーやにっこりレインボーを作ろう！
＆手作りおもちゃで遊ぼう！
講 師：児童館職員
対 象：就学前の子どもさんと保護者
（子どもだけの参加はご遠慮ください）
定 員：７組程度（定員になり次第〆切）
参加費：100 円（１人分の材料費として）
工作に必要なものは“まなびや”で用意します。
新作、手作り！
きんぎょが釣れた♪
持ち物：タオル、飲み物等
申込み：８月 21 日（金）までに、住所、名前、電話番号を
下記までお伝えください。

※事前に予約が必要です。 予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
【お問合せ先】四日市市役所 市民課 予約専用 ０５９－３５４－８４１５

四日市市立博物館

特別展「無言館展 ～戦没画学生からのメッセージ～」
博物館では現在、市制 123 周年 「戦後 75 年 特別展 無言館展 ～戦没
画学生からのメッセージ～」を開催中です。「無言館」は長野県上田市郊外
にある戦没画学生の作品を集めた美術館で、1997 年に開館しました。若くし
て戦争の犠牲になった画学生の作品を、館主である窪島誠一郎氏が全国の遺

四日市市社会福祉協議会 四日市市ボランティアセンター
 059-354-8144 FAX 059-354-6486
E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

族を訪ね歩き、85 点を蒐集したことにより始まりました。本展では 67 人の
作品 133 点を展示します。
戦後 75 年をむかえ、改めて「戦争とは」
「平和とは」ということを考える
とともに、生き生きと筆を動かした画学生たちの青春に触れてみませんか。

新型コロナウイルス感染症の状況により、中止や変更をさせていただく場合があります。
※1：“まなびや”は、毎回「テーマ」を決め、みんなで学び合い、つながる場です。

戦没者のご遺族の皆様へ
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、地区市民センターでの特別窓口設置の予定はありません。
請求手続きは、市役所 3 階 健康福祉課（059‐354‐8109）で行っています。

９月２２日（火）：四郷地区市民センター
１０月１８日（日）：中部地区市民センター

２

佐久間 修「静子像」

★会
期
★開館時間
★休 館 日
★観 覧 料

7 月 18 日（土）～9 月 6 日（日）
9：30～17：00（展覧会の入場は 16：30 まで）
月曜日（祝休日の場合は翌平日、ただし 8 月 11 日（火）、31 日（月）は開館）
一般 1,000 円、高・大生 800 円、中学生以下無料

★会
場
★お問合せ

そらんぽ四日市（四日市市立博物館）4 階 特別展示室
四日市市立博物館・プラネタリウム
〒510-0075 四日市市安島一丁目 3 番 16 号
：059-355-2700（代）
メール：hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

