
休日に地区市民センターで申請すると 

マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！ 

 
 
 
 
 
 

神前地区ホームページ（アドレス kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。 
 
 
 

 

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設 
 四日市市では、平日に市役所へお越しいただくこと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

付窓口を開設しています。（各地区市民センター月１回）  

この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、ご自宅宛てに郵送(本人限定

郵便・特例型)させていただきますので、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(カード到着までおおよそ

2 か月程度かかります)。また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口へ電話予約（平日 8 ：30 ～

17：15 ）してください。 

1. 申請に必要なもの 

  申請の際には、以下の書類を持参してください。 

(1)本人確認書類(A を 1 点、または B を 2 点) 

 

 

 

 

 

 

(2)通知カード、または個人番号通知書 

(3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの) 

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 

(5)認印(本人署名の場合は不要) 

※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。 

 ※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が必要となります。（詳細はご予

約時にご説明します） 

2 .開設窓口・開設時間 8：30～12：30、13：30～17：30（事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分） 

開設日 場 所 

 ７月 4 日（日） 【申込期限：６月２５日（金）】 神前地区市民センター 

事務室  ８月２８日（土） 【申込期限：８月２０日（金）】 

※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。 

 ※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、各センターへお願いします。 

 

問合せ 神前地区市民センターTEL３２６－２７５１（平日 ８：３０～１７：１５） 

 
 

開設時間 8：30～12：30、13：30～17：30 

 
 

    

日にち センター名 電話番号 日にち センター名 電話番号

３(土) 三重 ３３１－３２７６ 桜 ３２６－２０５１

海蔵 ３３１－３２８４ 県 ３２６－０００１

川島 ３２１－３０２０ 富田 ３６５－１１４１

神前 ３２６－２７５１ 海蔵 ３３１－３２８４

桜 ３２６－２０５１ 三重 ３３１－３２７６

富田 ３６５－１１４１ 日永 ３４５－３１９７

下野 ３３７－０００１ ８(日) 富洲原 ３６５－１１３６

羽津 ３３１－４４６５ ９(月) 八郷 ３６５－０２５９

日永 ３４５－３１９７ 保々 ３３９－０００１

１１(日) 大矢知 ３６４－８７０４ 羽津 ３３１－４４６５

橋北 ３３１－３７８７ 塩浜 ３４５－２４０３

常磐 ３５１－１７５１ 水沢 ３２９－２００１

楠 ３９８－３１１１ ３５４－８１５２

富洲原 ３６５－１１３６ (市民課)

八郷 ３６５－０２５９ 橋北 ３３１－３７８７

県 ３２６－０００１ 川島 ３２１－３０２０

水沢 ３２９－２００１ 常磐 ３５１－１７５１

３５４－８１５２ 河原田 ３４５－５０２０

(市民課) ２２(日) 大矢知 ３６４－８７０４

２２(木) 塩浜 ３４５－２４０３ 下野 ３３７－０００１

２４(土) 小山田 ３２８－１００１ 神前 ３２６－２７５１

四郷 ３２１－２０２１ 小山田 ３２８－１００１

内部 ３４５－３９５１ 内部 ３４５－３９５１

保々 ３３９－０００１ 楠 ３９８－３１１１

河原田 ３４５－５０２０ ２９(日) 四郷 ３２１－２０２１

２１(土)

中部

１(日)

４(日)

７(土)

１０(土)

２８(土)
２５(日)

３１(土)

１４(土)

１７(土)

１８(日)

中部

１５(日)

 
 

  台風などの気象状況や自然災害および選挙の日程等で予約後、日程変更をお願いする場合があります。 

 

A 

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交付年月日が平成 24 年 4 月

1 日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写

真付き本人確認書類 

B 
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証など、「氏名＋住所」か

「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの 

 

お知らせ 
発行：令和３年６月５日 
神前地区市民センター 
 ☎ ３２６－２７５１  
FAX ３２５－２０７０ 

団体事務局（１３時～１７時） 
 ☎、FAX ３２７－１５０１ 

 とっても便利！

3. センター開設日一覧表 

7 月 8 月 



神前保育園  
〔あそぼう会（金曜日）〕 

７月：２日（金）、９日（金）、１６日（金）、３０日（金） 

                          ９：３０～１１：３０ 

問合せ：TEL 326-1177 

 
 
 
   

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合もあります。 

参加される際は、密を避け、マスクの着用・検温・手指の消毒などご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 月 15 日（土）午前中、神前地区まちづくり推進委員会 

の定住対策部会（部長坂下敏一氏）10 名が、曽井町及び寺 

方 2 区自治会内をタウンウォッチングして回りました。今回 

で３回目になります。1 回目は「上名ヶ丘、美里ヶ丘自治会 

地内」、2 回目は「尾平町南、尾平町自治会地内」を回りま 

した。 

   定住対策部会では、神前地区の未来が、もっと住みやすく 

安全な町になるにはどうした 

曽井町ごみ集積場     らよいかを考えています。そ 

のために、今の地区内での問 

題点を見つけようとタウンウォッチングを始めました。 

   部員は歩きながら、道の広さや水路の状態、空き家の様子や 

ごみ集積場の有無、地形や地区の特色など、安心安全な生活環 

境、良好な地域環境を形成するにはどうしたらよいかを考えな 

がら、または記録（写真）を撮って後日部会で話し合えるよう 

にしたりしながら見て回っています。               寺方町 2 区防火水槽 

   未来の神前地区が、もっと住み良くなるには、もっと安全な 

地区になるには、もっと安心して住める街になるにはどうしたらよいでしょうか。住んでいる 

みなさんと共に考えていきたいと思っています。 

 

 

神前幼稚園 
〔ひよこクラブ（月曜日）〕 

７月：   ５日（月） 

１２日（月） 

 

 

 
１０：００～１１：３０ 

問合せ：TEL 326-4408  

三重西幼稚園 
〔なかよし会〕 

７月:   ５日（月）親子で遊ぼう 

７日（水）何を作ろうかな？ 

１２日（月）サマーキッズ 

楽しく遊ぼう 
１９日（月）誕生会 

身体測定もしましょう 

１０：００～11：30 
問合せ：TEL 332-8976 

自動車文庫 巡回予定 
７月 ８日（木）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター 

７月 21 日（水）１０：４０～１１：１０ 尾平町集落センター 

１４：４０～１５：１０ 美里ケ丘 2 号公園  

             納 期 限 は  

       ６月３０日(水)です  

市 民 税 ・県 民 税  

（第 １期 ）  

神前地区まちづくり推進委員会 定住対策部会  

タウンウォッチングをしています 

６月 1５日（火）は中止します。 

６月 1５日（火）イキイキ教室の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感

染症防止のため中止させていただきます 

 

 問合せ： 高齢福祉課 地域支援係 TEL ３５４－８１７０ 

ヘルスリーダー イキイキ教室 



 
 
 

 
 
 

 

昨年度から「あいさつに関わる心温まる 

エピソード」を募集しておりました。たく 

さん応募していただきましたので、今年は 

応募してくださった中から「大賞」を決め 

ることにしました。 

日常の中のほんのひと時、あいさつによ 

って心が「ほっ」としたエピソードをぜひ 

お知らせください。 

みなさんの参加をお待ちしております。 

 

【参加の仕方】 

参 加 者 小学生、中学生、高校生、おにい 

さん、おねえさん、お父さん、お母さん、 

おじいちゃん、おばあちゃん。どなたで 

も参加できます。 

参加方法 参加ご希望の方は、どんな用紙で 

も構いませんので、エピソードを書いて 

出してください。その用紙に必ず氏名、 

住所、連絡先（電話番号）をお書きくだ 

さい。 
申込み先 神前地区市民センター（TEL  

326-2751 担当吉田）まで、お出 

しください。（平日は 8:30～17:15 休館日は市民センターポストに投函してください。） 

締め切り 作品の締め切りは、9 月 30 日とします。それまでに何回でも応募できます。 

参 加 賞 申し込んでいただいた方には、その都度もれなく参加賞を贈呈します。 

賞  品 自治会長会議にて選考し、大賞 1 名を決定します。大賞の方には、賞品と賞状を贈 

呈します。 

 

みなさま方の参加をお待ちしています。    神前地区連合自治会 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神前地区あいさつ運動  

標語・ポスターコンクール 参加者募集！ 

今年は、どなたでも参加できます。 

昨年度は、神前地区の全幼稚園、保育園、 

 小学校の児童園児に参加してもらって「神 

  前地区あいさつ運動 標語・ポスターコン 

クール」を開催しました。 

      今年は、児童園児に限らず、全住民の方々 

に参加していただきたいと考え新たに「自 

治会長賞」を設定しました。神前地区内各自治会で優秀賞を決めたいと思います。さらに、 

自治会長賞の中から 

「連合自治会長賞」 

を決定します。みな 

さん是非参加してく 

ださい。 

 

【参加の仕方】 

参 加 者  幼稚園・保育園のお子さんから、小学生、中学生、高校生、大学生、お父さん、 

      お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで、どなたでも参加できます。 

参加方法  参加ご希望の方は、まず申込みをお願いします。 

お申込みいただいた方に、標語用紙又はポスター用画用紙をお送りします。 

申込み先  神前地区市民センター（TEL 326-2751 担当吉田）まで、お電話か、お立 

      ち寄りの上直接申込みください。 

締め切り  作品の締め切りは、9 月 30 日とします。それまでに申込みください。 

      申込んでも、作品が仕上がらなければ出品できなくてもかまいません。 

とりあえず申込みいただき、チャレンジしてください。 

参 加 賞  申込んでいただいた方にはもれなく参加賞を贈呈します。 

賞  品  標語・ポスターともに、各自治会で入賞者を 4，5 名決定します。入賞者の方 

  には、賞品と賞状を贈呈します。 

入賞者の中から 1 名自治会長賞（優秀賞）を決定します。さらに、各町自治会 

長賞の中から 1 名連合自治会長賞（最優秀賞）を決定します。 

自治会長賞（優秀賞）及び連合自治会長賞（最優秀賞）には別途賞状と賞品を 

贈呈します。 

みなさま方の参加をお待ちしています。   神前地区連合自治会 

 

 

   
令和 2 年度 ポスターコンクール最優秀作品 

令和 2 年度 標語コンクール最終週作品 

・おはようを みんなに言えた うれしいな 

・あいさつで こころつながる かんざきっ子 

・気持ちいい あいさつ一つで みな笑顔 

・自分から 勇気を出して 「おはよう」と 

神前地区あいさつ運動  

心温まるエピソード大賞 参加者募集！ 
どなたでも参加できます。 

心温まるエピソード １ 主婦 

子どもたちの元気な声が聞こえなく寂しく思っていま

したが・・・。 

 今年の 4 月から家の前を新 1 年生が 3 人通るようにな

りました。話しながら声が近づいてくると、あわてて台所

口から主人ともども飛び出して「行ってらっしゃい！」と

大きな声で声をかけます。すると、嬉しそうに「行ってき

ま～す。」がにこやかにかえってきます。網戸越しに声を

かけるときもあり、中から「行ってらっしゃ～い！」 

とても清々しい気分になりました。 

心温まるエピソード ２ 小学 5 年生 

 ぼくの家の近所のおじいさんは、いつも出会うとぼく

にあいさつをしてくれます。でも、ぼくはなかなかでき

ません。黙って通り過ぎてしまいます。ぼくは、家で「今

度こそあいさつしよう」と思いました。でも、次の日、

あいさつをしてくれたおじいさんは引っ越してしまいま

した。ぼくは、頭が真っ白になって、家で泣きました。

あの時、あいさつをしておけばよかったと後悔しました。

今は、近所の人たちにいつも元気にあいさつをしていま

す。もう一度あのおじいさんに会いたいなと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症対策へのご協力をお願いします 

 

 

 
 
 

 

          

 

マスクの着用 咳エチケット 手指のアルコール消毒 ソーシャルディスタンスの確保  定期的な換気  

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集 

市民協働安全課では、「地域を元気にしたい」、「顔の見えるご近所関係を築いていきたい」

という方に、必要な知識・スキル等の習得を目的とした、地域づくりマイスター養成講座

を開催します。 

地域のまちづくりに興味をお持ちの方、ご応募をお待ちしております。 

 

◆開催日時 ７月 17 日、31 日、８月 28 日、９月 11 日、10 月２日、30 日、 

11 月 20 日、12 月４日（すべて土曜日、全８回）の 9：30～12：00 

（７月 17 日は 13：30～16：00、10 月２日は 9：30～16：30） 

◆場  所 四日市市総合会館７階 第３研修室 

◆内  容 地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、効果的な取材・広報について、 

地域資源のマッピング演習、レポート作成など 

◆修  了 全８回中５回以上の出席と、800 字程度のレポート提出で、修了証を交付 

◆定  員 ４０名（応募者多数の場合抽選） 

◆申込締め切り ６月 30 日（水） 

◆問合せ 市民協働安全課 TEL ３５４－８１７９ FAX ３５４－８３１６ 

1.  上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。 

2.  喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。 

3. 日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な

睡眠といった体調管理を行いましょう。 

 

健康づくり課 TEL ３５４－８２９１ 

 

 

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、

暑い夏を元気に過ごしましょう。 

敬老行事の実施に当たって 神前地区連合自治会からのお願い 

神前地区連合自治会では、高齢者のみなさんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本年も各自 

治会にて敬老行事を行います。できるだけ多くの方をお祝いしたいと考え、市に依頼して７０ 

歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧させていただき、対象の方に 

はもれなく案内を送付したいと考えております。 

 名簿の個人情報につきましては、この敬老行事のみに使用し、秘密保持の厳守を徹底いたし 

ますので、各自治会が開催します敬老行事が円滑に実施できますように、みなさまのご理解、 

ご協力をお願いいたします。 

なお、名簿にお名前を載せたくないとお思いの方は、誠にお手数ですが、 

令和３年６月３０日（水）までに、ご本人から市役所高齢福祉課（TEL３５４－８４５５）

へ連絡していただきますようにお願いいたします。 

その場合、敬老行事へのご案内や敬老記念品をお届けできなくなりますので、ご了承くださ 

い。昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。 
受講者募集 

          
 

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講

していただける講座です。今年度は「高齢社会」「文化芸術」「医療」等に関する５つの

コースを開催します。複数コースの受講も可能です。 

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または市ホームページでご案内しています。 

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどに

あります。多くの方のお申し込みをお待ちしています！ 

            申込締切：７月１日（木）必着 

 

問合せ  市民文化部文化振興課  TEL ３５４－８２３９ 

 




