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令和３年３月２０日
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電 話・FAX
059-338-0600
（ホームページアドレス）
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＜入学式・入園式のご案内＞
４月 ２日（金） 下野保育園

４月 ６日（火） 下野小学校

下野中央保育園

（）

西朝明中学校

４月 ７日（水） 下野幼稚園

表 彰 お め で と う ご ざ い ま す
日ごろのご尽力に対し、次の方々が表彰されました。おめでとうございます。

「令和３年 四日市市消防団表彰式」（令和３年３月６日）
☆三重県消防協会表彰（表彰徽章）＜勤続年数５年以上の方＞
岩田 雅彦 さん （下野分団 団員）
☆三重県消防協会北勢支会長表彰（表彰徽章）＜勤続年数３年以上の方＞
森
隆志 さん （下野分団 団員）
★四日市市長感謝状（消防団退職者感謝状）＜勤続 3 年以上で退職された方＞
雨澤 隆生 さん （元下野分団 班長）
中嶋 秀人 さん （元下野分団 班長）

「令和２年度 三重県消防大会」
（令和３年３月１４日）
☆三重県知事表彰 精勤章
渡邉 昌尚 さん （下野分団

団員）

回覧
回覧
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里山整備のボランティア活動にご協力をお願いします
あさけが丘二丁目北側の「鶯谷（うぐいだに）竹のひろ場」では、作業のボランティ
アをお願いしています。作業のできる服装･靴でご参加ください。なお、雨･荒天時の
場合、作業は中止します。また、作業中、近隣の皆様には騒音等でご迷惑をおかけしま
すが、十分配慮して進めていきますので、ご理解･ご協力をお願いします。
里山整備委員会
月 日

時

間

作業内容

４月 ７日（水）

9：00～12：00

里山地域、散策路の整備など

４月２２日（木）

9：00～12：00

里山地域、散策路の整備など

４月 の福 祉 相 談
◇相談日
◇時 間
◇場 所

◇相談員

４月 ９日（金）
９：００～１２：００
下野地区市民センター
１階 和室
神川 伸固
（民生委員児童委員）

４月 の自 動 車 文 庫
◆八千代台遊園地
４月 ７日（水）10：10～10：40
◆下野地区市民センター
４月 ７日（水）10：50～11：20
◆あさけが丘二丁目
４月２０日（火）13：30～14：10

子育て福祉相談（主任児童委員）
■日 時
■場 所

毎月第１月曜日
１７：００～１８：００
下野保育園（あさけが丘二丁目）

□日 時
□場 所

毎月第３火曜日
１７：００～１８：００
下野中央保育園（朝明町）

✽下野の方はどなたでも参加できます✽
介護予防のための健康知識をみんなで学んでいきましょう
４月１６日（金）１０：００～１１：００
場所 諧朋苑
内容 介護予防のお話
□対
□持

参加費無料
申込み不要

４月３０日（金）１０：００～１１：００
場所 北山町公民館
内容 介護予防のお話

象
物

おおむね 65 歳以上の方
ち
マスクの着用・タオル・水分補給のための飲み物
＊軽い体操ができる服装でお越しください
□問い合わせ先
諧朋苑下野在宅介護支援センター
電話 059-338-3005
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申込み不要
参加費無料

ヘルスリーダー「イキイキ教室」を開催します

健康ボランティアのヘルスリーダーと一緒に、
運動とレクリエーションで楽しく！笑って！介護予防を目指しましょう！
☆
☆
☆
☆

日
場
対
持

時
所
象
ち 物

☆

４月１２日（月）１３：３０～１５：００
下野地区市民センター ２階 ホール
おおむね６５歳以上の市民の方
マスクの着用、タオル、水分補給のための飲み物
＊動きやすい服装でお越しください
高齢福祉課
電話 059-354-8170

４月の「集まろまいか」はお休みです
「からだがよろこぶ健康講座」 延期のお知らせ
３月１７日（水）１０：００～１１：３０に予定していたセンター事業
「からだがよろこぶ健康講座～乳酸菌で腸内環境を整えて免疫力もアップ！～」
（会場：下野地区市民センター ２階 ホール）は、コロナウイルス感染予防のため
開催を延期（未定）させていただきます。
開催を楽しみにしてくださった皆様には、申し訳ありませんが、
ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
開催は日程が決定次第、改めてご案内を掲載します。

自主運行バス山城富洲原線 運転免許返納者割引開始のお知らせ
令和３年４月１日～、自主運行バス山城富洲原線で運転免許返納者割引を開始します！
運賃のお支払い時に運転経歴証明書をご提示ください。片道大人運賃が半額になります。
（※現金支払いのみ）
路線維持のため、山城富洲原線のご利用をお願いいたします。
ご利用対象者

・運転経歴証明書をお持ちの方（年齢制限はありません）
・対象者ご本人と同伴者１名

発

片道大人普通運賃の半額（１０円未満切り上げ）

売

額

・運賃お支払い時に運転経歴証明書をご提示ください。運賃を半額に割り
利 用 方 法

引きます。（現金支払いのみ）
・障がい者割引等、他の割引との併用はできません。

【問い合わせ先】都市計画課 公共交通推進室
電話 059-354-8095
※運転経歴証明書は、免許失効・自主返納後５年以上経過していなければ取得できます。
詳しくは警察署へお問い合わせください。
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あそぶ会
あそぼう会だより
４月号

下野幼稚園 わくわくクラブ
下野保育園 あそぼう会
下野中央保育園
子育て支援センター

下野地区の保育園・幼稚園では、『あそぶ会・あそぼう会』を実施しております。まだ、
入園されていないお子さんが、おうちの方と一緒に遊びに来て、園庭の遊具や砂場、保育
室の玩具などで遊んでもらっています。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、子どもたちや保護者の皆様の健康・安全
を第一に考えながら実施しております。
ぽかぽか温かな日差しのもと、お子さんと一緒に楽しいひと時を過ごしませんか？
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、変更になる場合があります。
詳しくは、各園に問い合わせてください。

４ 月 の 予 定
下野中央保育園子育て支援センター
電話 059-337-0007 059-336-3321（電話相談）
9:30～12:00 12:30～14:30
0 歳児
１９日(月)
２６日(月)

６日(火)
１３日(火)
２０日(火)
２７日(火)

1 歳児以上
７日(水)
１４日(水)
２１日(水)
２８日(水)

９日(金)
１６日(金)
２３日(金)
３０日(金)

ボランティアによる
絵本読み聞かせ
（日程未定）

１５日(木)
２２日(木)

電話相談をしています

気になること、心配なことなどありましたら気軽に相談してください。
下野幼稚園
下野保育園

朝明町４６４
あさけが丘２丁目１－１５６

電話 ０５９－３３７－２０７０
電話 ０５９－３３７－０５８２

下野中央保育園

朝明町４９８－１

電話
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０５９－３３６－３３２１

か ん

ひ

ざくら

寒緋桜が満開！
かん ひ ざくら

あさけが丘一丁目２号公園の寒緋 桜 が
２月１７日に咲き始め、今、満開となりま
した。
散歩がてら花見に来てください。
あさけが丘一丁目

年末年始を除き毎日開館しています

✲✲✲ ４月のイベント ✲✲✲
４月４日（日）
１０：００～１１：００

✻とこわかダンスを踊ろう
とこわかダンスを踊ろう。みんなのダンスはプラザの YouTube チャンネル
「ここプちゃんねる」で発信されるよ。
対象：どなたでも 定員：子ども３０人
その他：お家の人に YouTube に出てよいか確認してきてね。

４月１１日（日）
１０：３０～１１：００

✻えほんのひろば
おはなしとわらべうたであそびましょう。
対象：どなたでも 定員：先着１０組

４月２５日（日)
１５：１５～１６：１５

✻ドッジボール大会
ドッジボール大会をしよう！
対象：小学生

定員：２０名

４月２９日（木・祝）～
✻４周年記念イベント めざせ！妖怪マスター
５月５日（水・祝）
トリックアートやミニゲーム、宝探しなど、プラザにちりばめられた
１０：００～１１：３０
ミッションをクリアせよ！
１２：３０～１４：００
対象：０歳から１８歳までの児童（未就学児は保護者同伴）
１５：００～１７：００
定員：各回３０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。
問い合わせ先
こども子育て交流プラザ（東新町 26-32 橋北交流会館 4 階）
電話 059-330-5020 Fax 059-334-0606 ホームページ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
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令和３年度 ごみ収集日程表（年間）が
広報「よっかいち」３月上旬号と同時に
配布されています
＊1 年間使用します。大切に保管してください。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について
広報よっかいち３月下旬号でも、お知らせさせていただきましたが、４月に供給される
ワクチンの見込みが少ないことから、まずは効率的に接種を進めるため、高齢者施設の入
所（入居）者から接種を開始できるよう調整しております。
そのため、クーポン券（接種券）の発送時期については、３月中旬以降としておりまし
たが、「４月以降」になる予定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、詳細については、決まり次第お知らせします。

※「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」に関する最新情報については、市公式サ
イト「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」のページ（下のＱＲコード）
をご参照ください。
【問い合わせ】
〒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
電話：059-327-5990

ＦＡＸ：059-327-5905

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で
環境保全のボランティアをしませんか
◇期 間
◇場 所
◇内 容
◇説明会
◇申込み

令和３年４月～令和４年３月 毎月２～３回（午前中）
御池沼沢植物群落（西坂部町）
除草作業や生育している植物に関する学習会
お申込後、担当より日程調整させていただきます。
３月３１日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
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社会教育・文化財課までご連絡ください。
社会教育・文化財課
電話 059-354-8238、FAX 059-354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

-６-

