
いなべ創業塾

●日程　10 月 31 日、11 月 7、14、21、28 日（毎週土曜）
●時間　9：30 ～ 16：30
●場所　ウッドヘッド三重
●定員　30 人
●対象者　三重県内に住んでいる創業に興味がある人、創

業したいと考えている人、創業 5 年未満の事
業者、第 2 創業者（後継者）

●参加費　5,000 円（商工会会員は無料）
●申込方法　いなべ市商工会ホームページでご確認ください。

  いなべ市商工会　  72-3131

≪創業塾を受講するメリット≫
・創業仲間ができ、人脈が広がる
・事業コンセプト、プランが明確になる
・経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識が身に付く
・最新の創業支援情報を知ることができる
・創業融資制度について知ることができる
・受講者限定オリジナルテキストを配布
・個別相談による創業支援フォローアップ特典有り

≪カリキュラム≫
・いなべ市の地域資源と支援制度
・ビジネスプランの作成準備とワークショップ
・創業のビジョンとビジネスモデル
・マーケティングの基礎知識
・地域の創業者による体験談
・販路開拓（IT 活用）
・創業の手続き（税務、資金調達、人材育成、社会保険）
※一部変更となる場合があります

好きなこと、やりたいことをビジネスにしませんか？

 https://inabe-shoko.com

いなべ市立保育園 保育士募集
●就業形態　会計年度任用職員（パートタイム）
●採用試験　随時
●雇用期間　令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
※条件に応じて年度ごとに更新します。
●就業時間
①通常保育　8：15 ～ 16：45 または 8：30 ～ 17：00（休

憩 60 分を含む）
②早朝保育　7：30 ～ 8：30
③延長保育　16：00 ～ 18：00
④土曜保育　8：15 ～ 16：45 または 8：30 ～ 17：00（休

憩 60 分を含む。変則あり）
●報酬
①日額 9,225 円
②～④時給 1,200 円

●休日　土日祝日、有給休暇、夏季休暇
※ただし、土曜日は出勤の場合あり。早朝保育、延長保育
　および土曜保育の勤務については、相談に応じます。
●勤務場所　市内公立保育園（マイカー通勤可、片道 2km

以上で手当支給）
●仕事の内容　保育業務
●必要な資格　保育士

 保育課　  86-7823

　創業を考えている人や、創業して間もない人向けに、5 日間の実践的なセミナー
を行います。創業に必要な基礎知識を学び、あなたの創業アイデアの実現に向けて
一歩進んでみませんか？

　市は、ふるさと納税を活用した地域医療を守る取り組み
として名古屋市立大学と提携し、いなべ総合病院で「寄附
講座」を開設しています。
　「寄附講座」の開設に伴い、いなべ総合病院が診療や研究・
教育などの拠点となることで、泌尿器科の寄附講座教授に
よるロボット手術（最新鋭ロボット「ダ・ヴィンチ」）の導入

　ふるさと納税の専用ホームページへアクセ
スしてください。スマートフォンからも手続
きが可能です。
●支払方法　
①クレジットカード決済
「さとふる」の手続きでクレジットカード決済を選択し、
入力完了後に指定の口座から自動引き落としされます。

②納付書による支払い
「さとふる」の手続きで納付書払いを選択し、入力完了後
に市より納付書を送付しますので、金融機関で納付して
ください。

●寄附金額　1 回の申し込みで 5,000 円から寄附できます。
●寄附募集期限　12 月 31 日（木）

ふるさと納税で医師をいなべ市へ
 健康推進課　  86-7824

住み慣れたまちで安心して暮らしたい！

ふるさと納税で地域医療が充実

寄附の方法 市民も税金の控除が受けられます
　この事業は市内在住者も寄附していただくことができま
す。寄附をすると誰でも税金の控除の申請が可能です。
　市民の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らせるよう
に、本年度もふるさと納税を活用した寄附を募ります。皆
さんのご支援をよろしくお願いします。

や女性泌尿器科の開設、内科の寄附講座教授による漢方外
来の開設など、より専門的で高度な医療を提供できるよう
になりました。
　また、内科医師も充足したことで診療制限もなくなり、
透析医療の拡大や内視鏡治療の充実、救急体制も回復する
など、確実に状況が改善しつつあります。

寄附講座で赴任した内科の野尻教授寄附講座で赴任した泌尿器科の安藤教
授と最新鋭ロボット「ダ・ヴィンチ Xi」
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「里親制度」を知っていますか？
今、子どもたちのためにできること

　県内には、保護者の病気や養育困難など、さまざまな事情で自分の家
庭で暮らすことができない子どもたちがいます。こうした子どもたちを
家庭へ迎え入れ、寄り添いながら一緒に生活をしていく人が「里親」です。
　里親制度は、子どもたちが安心して暮らせるよう、地域の皆さんに知っ
ていてほしい制度です。

10 月 4 日（日）　四日市市勤労者・市民交流センター
11 月 14 日（土）　東員町保健福祉センター
令和 3 年 2 月 13 日（土）　桑名市立明正中学校

　北勢児童相談所管内では、乳児院・児童養護施設エスペ
ランス四日市が、里親のための専門機関「フォスタリング
機関（里親養育包括支援機関）」として、啓発イベントや里
親説明会、里親座談会を開催します。
　里親座談会では、里親の体験談を聞くことができます。

「ソウインコンポ」無償配布！
環境にやさしい

　市内で発生した「し尿」や「浄化槽汚泥」は、桑名広域環境
管理センターで衛生的に処理されています。この処理過程
で発生した余剰汚泥を脱水・乾燥させて生産している普通
肥料が、「ソウインコンポ」です。

 環境政策課　  86-7812

「ソウインコンポ」とは？

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、必ず
マスクを着用して来場してください。
　発熱や咳などの症状がみられる人、高齢の人や基礎
疾患をお持ちで感染のリスクを心配される人は参加を
見合わせてください。

人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症が広がるなか、誤解や偏見に
より、感染者や治療にあたっている医療関係者、県外から
の来訪者、外国人や感染者が確認された事業者および家族
に対して誹謗、中傷やいじめ、差別的行為といった人権侵
害が全国的に増加しています。

 人権福祉課　  86-7815

●配布日時　11 月 5 日（木）9：00 ～ 12：00
※先着 150 人とし、予約は受け付けません。
※受付場所へ来た人の分だけお渡しします。
※配布終了のお知らせは市ホームページに掲載します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止

する場合があります。その際はホームページ、まいめる
でお知らせします。

●配布場所　北勢庁舎北駐車場
●配布数　1 人につき 2 袋（4kg ／袋）
●配布条件
①いなべ市民で、家庭菜園などを目的に肥料を使用する人
②転売をしないこと

配布方法

　桑名広域環境管理センターは、いなべ市・桑名市・木曽
岬町・東員町から発生して持ち込まれた「し尿」や「浄化槽
汚泥」を処理している施設です。周辺環境への負担軽減や
資源循環型の施設として貢献しています。

桑名広域環境管理センターとは？

環境にやさしい「ソウインコンポ」をぜひご利用ください！

　不確かな情報や誤った認識に惑わされ人権を侵害するこ
とのないよう国や県、市などが発信する正確な情報により、
冷静な対応を心がけ、お互いの人権を尊重した行動をお願
いします。

いなこねマルシェ
　市内の子育て団体「いなこね」と「さくらんぼ」が主催する
マルシェ「いなこねマルシェ with さくらんぼ」のチラシ
デザインを募集したところ、市内外から 6 件の応募があり、
藤田亜衣さん（いなべ市在住）の制作したデザインが採用さ
れました。
　イベント当日は、応募 6 作品のすべてを紹介しますので、
ぜひご覧ください。

 （一社）GCI　  72-7705

≪いなこねマルシェ with さくらんぼ≫
　「いなべでママの夢を叶えたい」が
テーマのイベントです。飲食やアクセ
サリー、子ども向けの体験もあります。
●日程　10 月 31 日（土）
●時間　10：00 ～ 15：00
●場所　いなべ市役所玄関前

三重県　里親制度 検索
  三重県児童相談センター総務・家庭児童支援室
 059-231-5669

ええやん里親 検索
  乳児院・児童養護施設エスペランス四日市
 059-346-1371

養育里親
　保護者と生活できるようになるまで、または自立して生
活できるようになるまで（原則として 18 歳まで）養育する
里親です。養育期間は、1 カ月未満から数年間までさまざ
まです。

養子縁組里親
　養子縁組によって養親となることを希望する里親で、養
子縁組が成立するまで里親として養育します。

親族里親
　保護者の死亡、行方不明などにより、子どもを養育でき
なくなった場合に、子どもの扶養義務者である親族（祖父
母など）が子どもを養育する里親です。
※この他に、「専門里親」があります。

1 　相談
　フォスタリング機関職員・児童相談所職員による制度説明
2 　研修
　基礎研修および登録前研修（計 3 日間）を受講
3 　家庭訪問調査
　家庭状況（家族構成、住居の状況など）の確認
　里親認定申請書の提出
4 　施設実習
　県内の乳児院または児童養護施設での実習（計 2 日間）
5 　審査・登録
　三重県社会福祉審議会での審査を経て、知事が里親とし

て認定
　里親名簿に登録

「里親」には種類があります 里親登録までの流れ

もっと知ってください、里親のこと

 家庭児童相談室　  86-7822

※事前申し込み必要・参加無料です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延期・中

止になる場合があります。
聞いてみよう！ええやん♡里親座談会

もっと身近に！ええやん♡里親説明会

10 月 31 日（土）　四日市地域総合会館あさけプラザ
11 月 28 日（土）　菰野町朝上地区コミュニティセンター
12 月 20 日（日）　いなべ市大安公民館
令和 3 年 1 月 24 日（日）　木曽岬町町民ホール

三重県里親啓発
公認キャラクター
みえさとちゃん
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 ふるさといなべ市の語り部の会 
伊藤忠　  090-3583-2827

　員弁西小学校は明治 8 年に笠田学校として設立され、校名は笠田尋常小
学校、笠田国民学校、笠田小学校と変わり、昭和 23 年に学校の再配置によ
り、員弁西小学校になりました。
　最初の校歌は、明治 42 年に小林源太郎さん（平塚）の作詞作曲で、6 番ま
である力作が制定されました。昭和 22 年、新任の水谷熊生さん（下笠田）が
新しい校歌（2 作目）を作り、自ら改定（3 作目）、昭和 41 年鉄筋 3 階建ての
校舎落成記念で制定した校歌（4 作目）も作詞しました。
　水谷熊生さんは詩、俳句、郷土史研究と多趣味でした。補作の水谷明夫
さん（阿下喜）は員弁高等学校でも教壇に立ち、著書「北勢町の地名」を残し
ています。4 作目を作曲した欠塚勉さん（菰野町小島）は教職の傍ら、数多く
の校歌を作曲されました。

員弁西小学校の校歌（作詞 水谷熊生　補作 水谷明夫　作曲 欠塚勉）昭和 41 年制定

1. 中部建築賞を受けた近代的な校舎、
平成 23年完成 2. 校章

一．朝日をうけて　咲きにおう
　　さくらの花に　手を上げて
　　歌ういのちの　美しさ
　　栄よのびよ　西小学校

二．明るい窓辺　白い壁
　　心とからだ　きたえつつ
　　みんな友達　胸をはり
　　手をつなごうよ　西小学校

三．はるかにかすむ　鈴鹿山
　　学びの道の　行く手には
　　雲が流れる　夢がわく
　　平和よみのれ　西小学校

いなべ
検定入門

169   19
 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会
わたしの母校 

1

2

 親子で楽しく
  コーディネーション

 トレーニング
　運動神経が良くなるコーディネー
ショントレーニングに、親子で参加
しませんか。

【道具や用具を使用しなくてもでき
る親子コーディネーショントレーニ
ング】
●日程　11 月 7 日（土）
●時間　11：10 ～ 12：00

【ボールを使ってできる親子コー
ディネーショントレーニング】
●日程　12 月 5 日（土）
●時間　11：10 ～ 12：00
≪共通事項≫
●場所　北勢市民会館さくらホール
●対象者　4 歳児・5 歳児とその保

護者
●定員　各回 30 組（先着順）
●申込開始日　10 月 5 日（月）
●申込方法　生涯学習課、市内文化
施設窓口、FAX 、郵
送、市ホームページ
の参加申込フォーム
で申し込み。

 生涯学習課
 86-7846  86-7871

藤原岳自然科学館

【クモを調べる会】
　クモを調べ、驚くべき生活や習性
を観察します。
●日時　11 月 7 日（土）
　　　　9：30 ～ 12：00
●場所　藤原文化センター・ふるさ

との森
●講師　武藤茂忠さん
●定員　40 人
●対象者　どなたでも参加できます。

（小学生以下は保護者の同伴が必要）

　　　　9：00 ～ 12：00
●講師　藤井樹巳さん
≪共通事項≫
●場所　屋根のない学校（藤原町坂

本 2065「簡易パーキング
ふじわら」の近く）

●対象者　小学生（保護者の同伴が
必要）

●申込方法　はがきまたは FAX で
「住所」「氏名（ふりがな）」「学校名」
「学年」「電話番号」を記入して申込
先へ。

  自然学習室
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）

 46-8488  46-4312

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　頭と体を使った「クイズラリー」で
す。施設内を歩きながらクイズや
ゲームに挑戦してみよう！介護相談
もあります。
●日時　10 月 18 日（日）10：00
～ 12：00（受け付け 9：30 ～）
●場所　えんむすび（藤原町本郷 

836）
●参加費　300 円（カフェ代、傷害

保険代）
●申込期限　10 月 13 日（火）
問 申込先  NPO 法人快生教学会　
T  37-7062 F  37-5088

     介護職員初任者研修
（通信講座）

　福祉や介護職の人材不足を改善す
るため、働いていない人を対象に介
護職員初任者研修の通信講座の受講
生を募集します。
●応募要件　三重県内に住民登録を
しているおおむね 70 歳未満で働い
ていない人
●定員　39 人（応募者多数の場合は

抽選）

●参加費　小学生以上 1 人 100 円
●申込期限　10 月 31 日（土）
●持ち物　筆記用具・返信はがき・

水筒（服装など詳しくは
参加者に連絡）

●その他　観察コースは天候などに
より変更することがあります。当日
雨天の場合は屋内での学習とします。
※当日 6：00 の段階で三重県北部

に暴風警報が発令されている場合
は中止とします。

●申込方法　往 復 は が き ま た は
FAX で「開催日・希望教室名」「参
加者全員の氏名・学年」「人数」「住
所」「電話番号」を記入して申込先へ。

  藤原岳自然科学館
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）

 46-8488  46-4312

屋根のない学校
11 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　ヤットコを作ろう。
●日時　11 月 7 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　俵秀作さん、鹿島清孝さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　竹細工を作ろう。
●日時　11 月 7 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　藤田重輝さん、伊藤一昭さん

【昆虫と遊ぼう】
　モス（ガ）ウオッチングしよう。
●日時　11 月 14 日（土）

9：00 ～ 11：00
●講師　大山義雄さん

【人びとの命とくらしを守る植物】
　物言わぬ植物たちの力強さ。
●日時　11 月 14 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　葛山博次さん

【田んぼと畑の学校】
　収穫祭。
●日時　11 月 21 日（土）

催し

●受講料　無料（テキスト代は自己
負担）

●受講期間　12 月 10 日（木）～令
和 3 年 3 月 9 日（火）

※期間内にスクーリングが 10 日間
あります。

●申込期限　11 月 18 日（水）必着
●申込方法　参加申請書兼誓約書、
住民票原本または運転免許証の写し
などの必要書類を付けて三重県社会
福祉協議会まで持参または郵送。参
加申請書兼誓約書様
式は三重県社会福祉
協議会ホームページ
でダウンロード。

  三重県社会福祉協議会　
三重県福祉人材センター

 059-227-5160

元気なうちから
フレイル予防

フレイルってなに？
　年齢とともに心身の活力が低下し、
介護が必要になりやすい状態のこと

をいいます。
「結果アドバイス票」を送付します
　70 歳以上を対象に実施している

「健康自立度チェック票」を提出いた
だいた人には、9 月末から順次、「結
果アドバイス票」をお送りしていま
す。表面には、回答結果を基に個別
の状態に応じたアドバイスを掲載し
ています。裏面には、フレイル予防
についての情報を掲載していますの
で、ぜひご活用ください。
　また、「健康自立度チェック票」の
回答結果から、運動機能などの低下
を防ぐ取り組みが必要な人には、社
会福祉協議会の職員が自宅を訪問し、
おすすめの取り組みを紹介させてい
ただきます。
　住み慣れた地域で、自分らしく生
活していくためには、少しでも早く
フレイル予防に取り組むことが大切
です。ぜひ、「結果アドバイス票」を
参考に、元気なうちから取り組みを
はじめましょう。

 長寿福祉課　  86-7819

ＬＧＢＴ相談
（相談無料、秘密厳守）

　こころの性とからだの性が一致せ
ず悩んでいる人やご家族に対して専
門相談員が相談に応じます。
●日時　11 月 2 日（月）

11：00 ～ 15：00
●場所　市役所 1 階相談室
問 人権福祉課　 T  86-7815

ひきこもり相談窓口

　人間関係やこころの悩みなどで家
に閉じこもりがちの人。高校、大学、
専門学校などを長期間休んでいる人
など、今の生活に関わる悩みを相談
してください。
　自身に合った環境改善の方法を一
緒に考えます。プライバシーは厳守
します。
●時間　8：30 ～ 17：00

 アジサイ（アマガス）　
 72-2618

募集

相談

健康

14 152020.11　Ｌｉｎｋ 2020.11　Ｌｉｎｋ

問  問い合わせ先　 T / F  ＴＥＬ / ＦＡＸ〔市外局番 0594〕　 E  Ｅメール　 H  ホームページ子ども・乳幼児関連記事 高齢者関連記事



いなべ市図書館
キャラクター

いなピョン
「森でキノコみつけたよ！」

10・11 月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）
問 北勢図書館 T 72-2200（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）　員弁図書館 T 74-5077（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）
　 大安図書館 T 87-0021（開館時間／ 9：30 ～ 17：30）　藤原図書館 T 46-4150（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

【子ども読書活動推進イベント】
　暮らしのスタイルに、人生設計のなかに「本
とのつきあい方」をとりいれていきませんか。
●期間　10 月 27 日（火）～ 11 月 9 日（月）

【2020・第 74 回読書週間】
えほんセットかしだし
　いろいろなテーマに合わせて司書が選んだ絵本を、
3 冊セットにして貸し出します。
●期間　11 月 1 日（日）～ 15 日（日）
●場所　市内各図書館
●対象者　どなたでも　

どんな絵本のセットかは
お楽しみ！新しい本と出
会ってくださいね。

サークル活動が健康につながる！？

No.3

　皆さんはサークル活動に参加していますか？サークル活動とは体操教室
や合唱サークルなど共通の趣味や興味で集まる団体で、このサークル活動
が健康づくりに効果的であることが分かってきました。運動サークルでは、
一人で運動するよりも集団で運動したほうが要介護状態になりにくいこと
が分かっています。つまり、サークル活動が盛んなまちは健康長寿のまち
といえます。いなべ市では、大安公民館や員弁コミュニティプラザなどさ
まざまな場所で、サークル活動が盛んに行われています。
　ご自分の興味のあるサークル活動を探してみてはいかがでしょうか。

 問 いなべ暮らしの保健室
（NPO法人スプリング ） 
 T  090-1789-0904

暮らしの保健室でのサークル活動のようす

人権相談

　法務大臣から委嘱された人権擁護
委員が人権問題に関する相談に応じ
ます。秘密は固く守ります。
10 月の相談　10 月 21 日（水）
　　　　　　 13：00 ～ 16：00
●場所　員弁コミュニティプラザ
11 月の相談　11 月 11 日（水）
　　　　　　  13：00 ～ 16：00
●場所　大安公民館

 人権福祉課　  86-7815

行政相談
（相談無料、秘密厳守）

●日程、場所
10 月 8 日（木）員弁老人福祉センター
10 月 15 日（木）藤原文化センター
10 月 22 日（木）シビックコア
11 月 26 日（木）シビックコア
●時間　13：30 ～ 16：00

【行政苦情 110 番】
 0570-090-110

※平日 8：30 ～ 17：15、土日祝、
時間外は留守番電話で対応
 総務省三重行政監視行政相談セ

ンター　  059-227-6661
 総務課　  86-7745

若者就職
支援相談（無料）

　15 ～ 49 歳の無業状態にある人、
その家族、関係者をサポートします。
　就労体験やスキルアップのための
支援もあります。
●日時　10 月 21 日（水）

13：30 ～ 16：30
●場所　市役所 2 階 2-1 相談室
※事前に申し込みが必要です。

 北勢地域若者サポートステー
ション　 T  059-359-7280

（火～土：9：30 ～ 18：00）

ほくサポ 検索

暮らしなんでも相談会
（相談無料、秘密厳守）

　子育て、年金、住宅、介護、労働、
金融、保険などの相談に弁護士、社
会保険労務士、介護支援専門員が親
切にお答えします。
●日時　11 月 7 日（土）

10：00 ～ 16：00
●場所　桑名市総合福祉会館内会議

室（桑名市常盤町 51）
●申込方法　電話で申込先へ。
※事前予約制ですが、当日空いてい

る場合がありますので、電話で確

認してください。
  暮らしほっとステーショ

ン桑員　  87-7169 F  87-7170

いなべ市
命の相談電話

　つらい思いをしている人、お話し
ませんか。匿名で相談できます。
●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00 ～ 16：00
T 78-3831

生活にお困りの人へ
（無料）

　生活や仕事に困っている人のサ
ポートを行います。ひとりで抱え込
まずに、まずは相談してください。

 いなべ市くらしサポートセン
ター縁

えにし
　  86-7817

  期限内納付のお願い

● 10 月の納付
○市・県民税　第 3 期
○国民健康保険税　第 4 期
○後期高齢者医療保険料　第 4 期
○介護保険料　第 4 期

●納期限（口座振替日）　11月2日（月）
【口座振替の人へ】
○前日までに振替口座へ納付額を準

備してください。
○万一、残高不足などで口座振替

日に振替ができなかった場合は、
11 月 16 日（月）に 口座≪再≫振
替を行います。（後期高齢者医療
保険料および介護保険料を除く）

【現金納付（納付書）の人へ】
○取り扱いコンビニエンスストアで

も納付できます。
≪市・県民税、国民健康保険税≫
○パソコン、スマートフォンからイ

ンターネットを利用して、クレ
ジットカードでも納付できます。
詳しくは、市ホームページのオン
ラインサービス「Yahoo! 公金支
払い」をご覧になるか、担当課まで。

※納付には便利な口座振替制度を利
用ください。申し込みは近くの指
定金融機関などで！
 納税課　 86-7793
 保険年金課　 86-7811
 介護保険課　 86-7820

女性に対する
暴力をなくす運動

　国では、女性に対する暴力の問題
に関する取り組みを一層強化し、女
性の人権の尊重のための意識啓発や
教育の充実を図ることを目的として、
毎年 11 月 12 ～ 25 日までの 2 週間、

「女性に対する暴力をなくす運動」を
展開しています。
　みんなで、女性に対する暴力のな
い社会づくりを進めましょう。

 人権福祉課　  86-7815

マイナンバーカード交付、
マイナポイント・プレミア

ムポイントの休日窓口
　平日の受け取りが困難な人のため
に休日窓口を開設しています。
●日時　10 月 25 日（日）

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

（20 分毎で予約受け付け）
●場所　市民課
●取り扱い業務
・マイナンバーカードの受け取り

・マイナンバーカード用写真の無料撮影
・申請手続きのサポート
・マイナポイントの予約、申し込み
・プレミアムポイントの申請
●その他　3 日前までに要予約
問 市民課　 T  86-7810

お出かけには
パークアンドライドで

　 　 
 
     
　お出かけには、パークアンドライ
ドが便利です！
　三岐鉄道（北勢線・三岐線）の各駅
には無料駐車場が整備されています。
　自宅から市内最寄駅までは自家用
車で行き、目的地までは電車を利用
しましょう。
　渋滞もなく時間に正確、そして環
境にもやさしい電車をぜひご利用く
ださい。
※乗車する時は、マスク着用のうえ、

間隔をあけてご利用ください。
問 交通政策課　 T  86-7808

その他
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今月の表紙
【撮影日】9 月 13 日（日）
【場 所】 四日市市総合体育館
　今回の取材を通して、多くの高校生の声を聞くこ
とができました。その中でみんなが声を揃えて話し
ていたのは「しょうがない」「残念」という言葉です。
その反面、「今できることを」と前向きに部活に取り
組む姿も印象的でした。そんな高校生たちの記録を
残したいと思い、今回の企画を考えました。

緊急
相談

緊急
診察

みえ子ども医療ダイヤル #8000
《毎日》19：30 ～翌朝 8：00

桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00《土》20：00 ～ 22：00

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】
日　程　11 月 24 日（火）
時　間　13：30 ～ 15：30（受け付け 13：20 ～）
場　所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳
内　容　妊娠期の過ごし方（マタニティヨガ）
※動きやすい服装でお越しください。
※電話で予約してください。
※託児が必要な人は相談してください。

【育児相談】
日・対象者　11 月  4 日（水）　北勢町在住
　　　　　　11 月 11 日（水）　藤原町在住
　　　　　　11 月 18 日（水）　大安町在住
　　　　　　11 月 25 日（水）　員弁町在住
受付時間　　9：30 ～ 11：00
場所　　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　　　母子健康手帳
※どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としても気軽に参加してください。

参加の場合は、来庁前の検温とマスクの着用をお願いします。

場所

保健センター
対象者には
個別通知
します。

　　　　　　　　  　　　　　日時（受付時間）　               　　　 対　象　者
【1 歳 6 か月児健康診査】11 月 12 日（木）13：15 ～ 14：15 　H31.  2.  6 ～ 3.17 生 および前回欠席者
【 2 歳 児 歯 科 教 室 】11 月 26 日（木）   9：15 ～  9：30 　H30.  10・11 月生
【3 歳 6 か月児健康診査】11 月 19 日（木）13：15 ～ 14：15 　H29.  2.26 ～ 3.25 生 および前回欠席者

水道メーター交換の
お知らせ

≪市の指定業者が交換します≫
　指定業者は、市が発行した証明書
を携帯していますので、不審に思わ
れた場合は提示を求めるか、水道工
務課までご連絡ください。
　一時的に断水するため、在宅時に
は一言お断りしてから作業に入りま
す。留守の場合でも、支障がなけれ
ば作業します。
　交換の際は敷地内に立ち入ります
ので、ご了承ください。
※立ち会いは特に必要ありません。
●日程　11 月 2 日（月）～ 20 日（金）
●対象地区

【北勢町】西貝野、飯倉、瀬木、川
原、京ヶ野新田、千司久連
新田、小原一色、皷、北中
津原、南中津原、平野新田

【員弁町】石仏、畑新田、平古
【大安町】梅戸、南金井

【藤原町】鼎、上之山田、上相場
●費用　無料。ただし、交換時に宅

内側で漏水が発見された場
合の修繕工事は、使用者の
負担になります。

※すべての家が対象ではありません。
●その他　交換後、一時的に空気泡

の入った水や濁った水が
出ることがあります。浄
水器などがついていない
蛇口から水道管内の空気
や水を流してください。

 水道工務課　  72-2724

公証週間
10 月 1 日（木）～ 7 日（水）

大切な契約や遺言は公正証書で
　お金を貸したり、不動産を売った
り、貸したりするときは契約書を作
ります。
　しかし、せっかく作成しても、後
になって契約した覚えがない、内容

がおかしいなどと紛争が生じること
が少なくありません。
　そこで、これらの書類は「公正証
書」にしておきましょう。公正証書
には、法律によっていろいろな力が
認められており、紛失したり、知ら
ないうちに書き換えられたりする心
配もありません。
　遺言や離婚に際しての子どもの養
育費なども公正証書にしておくと安
心です。
　公正証書についての相談は無料で
す。詳しくは問い合わせ先へ。
問 四日市公証人合同役場　
T  059-353-3394

三重県最低賃金
時間額 874 円に改訂

　三重県最低賃金は、令和 2 年 10
月 1 日（木）から、1 円引き上げられ
て、時間額 874 円になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態

（パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働く全ての労働者に適用
されます。
　なお、特定の産業に該当する事業
所で働く労働者には、特定（産業別）
最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに対し
て、中小企業支援のための業務改善
助成金制度や働き方改革推進支援セ
ンターを設けていますので、活用く
ださい。

【三重働き方改革推進支援センター】
 0120-111-417
 三重県労働局賃金室　
 059-226-2108

都市計画案などの縦覧

≪都市計画の案≫
　都市計画の案を作成しましたので、
以下のとおり縦覧します。
●内容　
・桑名都市計画都市計画区域の整備、

開発および保全の方針の変更につ
いて

・いなべ都市計画都市計画区域の整
備、開発および保全の方針の変更
について

●縦覧場所　三重県都市政策課、い
なべ市都市整備課

●縦覧期間　10 月 13 日（ 火 ） ～
27 日（火）8：30 ～ 17：00 まで（土
日祝日除く）
●意見書の提出　当該都市計画の案
について、三重県知事あて（〒 514-
8570 津市広明町 13　三重県県土
整備部都市政策課）に意見書を提出
することができます。
≪建築形態制限の指定の案≫
　建築形態制限の指定の案を作成し
ましたので、以下のとおり縦覧します。
●内容　いなべ都市計画区域のうち
用途地域の指定のない区域における
建築形態制限の指定（変更）について
●縦覧場所　三重県建築開発課、桑

名建設事務所建築開発
室、いなべ市都市整備
課

●縦覧期間　10 月 13 日（ 火 ） ～
27 日（火）8：30 ～ 17：00 まで（土
日祝日除く）
●意見書の提出　建築形態制限の指
定の案について、三重県知事あて

（〒 514-8570 津市広明町 13　三
重県県土整備部建築開発課）に意見
書を提出することができます。

 都市整備課　  86-7807

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

　10 月 1 日（木）～ 7 日（水）の「法
の日」週間にちなんで、津地方裁判
所、津地方検察庁および三重弁護士
会では、皆さんに裁判員裁判をはじ
めとする刑事手続きについて理解を
深めていただくため、共同見学会を
行います。
●日時　10 月 15 日（木）
　　　　13：30 ～ 16：00
　　　　（13：15 までに集合）
●集合場所　津地方検察庁
●内容　裁判員裁判法廷・検察庁の

取調室などの見学、裁判官・
検察官・弁護士などによる
刑事手続きに関する説明

●定員　18 人（参加費無料、先着順）
●応募方法　電話で申込先へ。
※平日 9：00 ～ 17：00
●注意事項　
・新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、中止する場合があり
ます。

・来場の際は、マスクの着用をお願
いします。

・当日、発熱があるなど体調がすぐ
れない人は、参加を見合わせてく
ださい。
  津地方裁判所総務課庶務係　
T  059-226-4172

みえ介護フェア 2020

　みえ介護フェアの特設サイトが開
設します。さまざまな介護に関する
コンテンツに参加して、介護に触れ
てみませんか。
●サイト開設期間
11 月 9 日（月）～ 15 日（日）
●対象　どなたでも参加できます。
※視聴無料（通信料は各自負担とな

ります）
 三重県社会福祉協議会　
T  059-227-5160

 https://mie-kaigofair.jp/

防災ラジオ試験放送
緊急地震速報訓練放送

【11 月の試験放送】
●日時　11 月 12 日（木）10：00 ～

【緊急地震速報訓練放送】
●日時　11 月　5 日（水）10：00 ～
※防災ラジオ試験放送ではありません。

 防災課　  86-7746
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