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卒業式・卒園式のご案内
四日市中央工業高校
四日市商業高校
三滝中学校
三重平中学校
神前小学校
三重西小学校
神前幼稚園
三重西幼稚園
神前保育園

春の引っ越しシーズンに合わせて、日曜日に市役所の窓口を開きます。
平日は忙しくて手続きに行けないという人は、ぜひご利用ください。
また、近隣市町（桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市、松阪市）の
６市２町が同じ日に窓口を開きますので、開設する市町間の転入・転出の手続きは
1 日で済ますことができます。
■日時：３月 29 日（日）８：３０～１７：１５
■四日市市役所の開設場所と内容

１階

３月 １日（日）
３月 6 日（金）
３月 19 日（木）
３月２3 日（月）
３月２６日（木）

3 月 29 日（日） 「日曜窓口」 を開設します

２階

神前旗三重県少年柔道大会が開催されました

小島

妃奈乃さん

（神前柔道教室）

各 地 区 カ フ ェ の ご 案 内
各カフェサロンの開催予定です。
大日 Café サロン
日 時：３月 3 日（火）★毎月第１火曜日 １０：００～１２：００
場 所：寺方町公会所
協力費：100 円
カフェ あったかつの
日 時：３月 9 日（月）★毎月第２月曜日
場 所：高角町公会所
協力費：100 円

こども保健福祉課
☎354-8083

児童手当、子ども医療費助成の手続き

市民税課
☎354-8133
保険年金課
☎354-8159
☎354-8161
介護保険課
☎354-8427

９階

≪敢闘賞≫

３階

第 4２回 神前旗三重県少年柔道大会（小学生の部）が、2 月 11 日（火）に
三滝中学校武道場で開催されました。選手の皆さんは、日頃の練習の成果を発揮し、
元気よく熱戦が繰り広げられました。

市民課
☎354-8152

転入・転出などの手続き（個人番号カード・住基カードを利
用する転入・転出届は除く）
、戸籍の届出、住民票の写し（広
域交付住民票は除く）・戸籍の証明書の交付、印鑑登録・証
明書の交付、各種市税証明書の交付（★）

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き

要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など

☎354-8190
学校教育課
☎354-8250

市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

★窓口にお越しいただく人の本人確認書類が必要です。代理人などが請求する
場合は、それ以外に委任状が必要です。
※外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も市役所 1 階
ロビーに開設します（10：00～12：00、13：00～15：00）
。
※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください。

９：００～１２：００

より曽井サロン
日 時：３月１2 日（木）★毎月第２木曜日 １０：００～１５：００
場 所：曽井町公会所
会 費：100 円

◆コンビニ交付サービスの一時停止のおしらせ
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。

カフェサロン尾平
日 時：3 月１7 日（火）★毎月第３火曜日 １０：００～１２：００
場 所：尾平町集落センター 会 費：100 円

一時停止日 3 月 12 日（木）終日
問合せ：市民課 TEL 354－8152 FAX 359－0282

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！!
TEL：330-5020

FAX：334-0606

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】 料金：無料
3 月 14 日（土）
子どもも大人も語り合おう！
15：00～16：30 テーブルを囲んでこれからのことをお話
ししませんか？いろいろな世代が集まれ
ば新たな発見があるかも‼ちょっとした
飲み物やおかしもあるよ！

園内に新しく設置された路面表示をチェックしながらクイズに答えて、ウオーキング
を楽しみましょう！同会場内で、日永梅林梅まつりも開催します。
日 時：３月１日（日）９：３０～11：３０
※小雨決行 日永梅林梅まつりが中止の場合は、中止となります。
受付場所：①四日市あすなろう鉄道 西日野駅 ９：２０～１０：００
及び

（あすなろう四日市駅発

９：１２、または９：４８の列車にご乗車ください。
）

受付時間 ②南部丘陵公園北ゾーン日永梅林梅まつり会場内（地図参照）
９：３０～１１：００
※ゴールは、②梅まつり会場内の受付のみ、
参加者の記念品のお渡しは 11 時３０分までとなります。

②＜受付・記念品配付場所＞
泊 山小学校

参加費：無料 ※但し、四日市あすなろう鉄道の運賃は参加者負担
（あすなろう四日市駅⇒西日野駅

3 月 20 日（金・祝） 春のガーランド作り
13：30～16：00 紙を折って、切って、お花の形のガーラ
＊入退室自由
ンドを作るよ。プラザとお家をステキに

片道２７０円）

申込み：不要
（当日、受付でチャレンジカードを受け取り、ご参加ください。
）

3 月 22 日（日）
14：00～15：00

対 象 :１時間程度ウオーキングができる方
（小学生以下は保護者同伴）

3 月 28 日（土）
10：00～11：00
13：00～14：00
15：00～16：00

（先着３００個）

健康づくり課 TEL

対象/どなたでも
＊材料がなくなり次第終了
持ち物/ハサミ

飾ろう！

（お名前を記入した物）

創作クラブ発表会
一年間、取り組んできたことを発表しま
す。司会・進行も子どもたちがします。

対象/どなたでも

みんな見に来てね。

北ゾーンの
日永梅林付近です

その他：参加者にはゴール時に記念品配布有り

●問合せ：四日市市 公共交通推進室 TEL 354-8095

対象/どなたでも

354-8291

プラザ謎解きゲーム「盗まれた卒業式を 対象/小学生～高校生
取りもどせ！」
カッパがプラザにばらまいた謎をといて、
元気に新学期を迎えよう。謎がとけた人
にはカッパからごほうびがあるよ。

御池沼沢植物群落で環境保全や植物の観察のボランティアをしませんか
日 時：令和２年４月から令和３年３月までの間の、毎月２～３回
場 所：御池沼沢植物群落（西坂部町）
内 容：除草作業や学習会
説明会：３月 14 日（土）
申込み：３月 11 日（水）までに、応募用紙を下記問合せ先へ、
メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。
応募用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか下記までご連絡
ください。
問合せ：社会教育・文化財課 TEL 354-8240 FAX 354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

神前地区市民センターで活動しているサークルのご紹介
「ひまわり社交ダンス」 会員募集のお知らせ
◆練習日：毎週水曜日 １０：００～１２：００
◆場 所：神前地区市民センター2 階 会議室
◆講 師： 深谷淳 さん
◆入会金：1,000 円
◆会 費：2,500 円／月（当面）
◆問合せ：中山 TEL 326-3834

