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順調に進む「(仮称)楠こども園」建設工事 

 
現在、くす南・くす北保育園及び楠南・楠北幼稚園の四園を一園化する「(仮称)楠こども 

園」は、令和３年４月開園を目指して工事が進められています。旧楠北幼稚園の敷地内では 

工事車両や作業員さんが建設音を響かせて連日作業を行っている事で、工事も順調に進んで 

います。右写真のように、７月に 

は西側 B 棟、8 月には東側Ａ棟の 

骨格が出来上がってきました。保 

育園、幼稚園の良い所を連携させ 

た新園舎として完成するのを、日 

々楽しみに眺めています。 
 

 

 

 

－ １ － 

   稲刈り体験 ９月２０日（日）は中止させていただきます。 

  ７月５日号広報にて、開催予定案内をしましたが、新型コロナウイルス感染拡大の 

  収束が望めない状況となり、稲刈り体験は、やむをえず中止とします。 

   なお、10 月 31 日（土）の収穫祭につきましては、延期の予定です。 

   

     住民の皆様へ 

敬老行事実施について 

  敬老の日を迎えるにあたり、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするために、 

  楠地区連合自治会では７０歳以上の方を対象に毎年、敬老行事を行なっております。 

  本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基本的には、各自治会単位で対象 

  者の方に敬老記念品の配布を計画しております。 

   なお、永年にわたり宮﨑本店様のご厚意により、楠地区連合自治会に寄贈して頂い 

  ております記念品を併せてお配りいたします。         楠地区連合自治会 

【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121 

建設中の西側 B 棟 建設中の東側 A 棟 

https://kusumachi.net/


応急手当を身につけましょう。  

９月９日は「救急の日」です。この日を含む一週間（日曜日から土曜日まで）が「救急医療週間」となっています。 

「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療

関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和５７年に定められました。この日を機会に応急手当を身につけましょう。                                 

 

定期普通救命講習のご案内 

   四日市市消防本部では心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱いなどを含む応急手当を身につけるための定期普通救命講習

を令和２年度に以下の日程で開催を予定しています。 

令和２年９月１２日 中消防署 令和２年１２月１２日 中消防署 

        ９月２６日 北消防署 令和３年 １月 ９日 北消防署 

       １０月１０日 中央分署 ２月１３日 楠地区市民センター 

       １１月１４日 楠地区市民センター ３月１３日 南部分署 

新型コロナウイルス感染症に伴い、定期普通救命講習の実施について制限をさせていただいております。 

詳しくは四日市市消防本部ＨＰ、または四日市市防災教育センターへお問い合わせ下さい。 

申込み、問い合わせ先  四日市市防災教育センター（北消防署併設） 電話３６５－３１１９ 

「救命の連鎖」を支える重要な役割を担うため、応急手当を身につけましょう。 

四日市市南消防署       電話３４５－０５３０ 

四日市市南消防署南部分署 電話３４９－５１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集 

   一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行っています。 

  令和３年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。 

●助成対象団体 コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・自主防災組織 

●募集する事業 ①一般コミュニティ助成事業 

      ②コミュニティセンター助成事業 

          ③青少年健全育成助成事業 

                 ④地域防災組織育成助成事業 

●書類提出期限 ①②③については、令和２年９月３０日（水）までに市民生活課へ 

        ④については、令和２年１０月９日（金）までに危機管理室へ 

※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。  

         http://www.jichi-sogo.jp/       【お問い合わせ】市民生活課 電話 354-8146 

                                         危機管理室 電話 354-8119 
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口座振替で！ 

納税は、便利で安心な 【お問合せ先】四日市市 収納推進課 

         電話 354-8141 

         Fax 354-8309 

令和２年国勢調査のお知らせ 

１０月１日に、５年に１度の国勢調査が全国一斉に行われます。国勢調査の結果は、少子高齢化社会へ

の取り組みや、将来のまちづくり・国づくりの基礎資料になります。 

今回の調査では、新型コロナウイルス感染予防のため、調査員は訪問せず、郵便受けに調査書類を投函

させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

                     【お問い合わせ】総務部ＩＣＴ戦略課 電話 354-8059 

http://www.jichi-sogo.jp/
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♡やめよう！いじめは相手も自分もきずつく事（楠中 2 年生作品） 

 ♡相手の気持ちになって考える（くす北幼稚園保護者作品）※学年は応募時（2019 年度）のものです 

「楠ちびっこサロン」（移動児童館）中止のお知らせ 

日 時：9月 15 日（火）14 時 30 分～16時  ※通常、毎月第３火曜日に開催しています。 

場 所：楠福祉会館 2 階 和室 

内 容：紙コップけん玉作り など     

参加費：無料 

主 催：楠地区民生委員児童委員協議会  
【お問い合わせ】楠地区団体事務局 電話 398-3121 

 

マイナンバーカードを作りませんか？ 
「休日申請受付窓口を開設します」 

 
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(電

話 354-8415)まで電話予約してください。 

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) 

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 

 (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) 

※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。 

2. 開設窓口・開設時間【8 時 30 分～12時 30分、13 時 30 分～17 時 30 分】 

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 

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 

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 

※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。 

 

【お問い合わせ】 市民課 予約専用電話 354-8415 

 



保育園・幼稚園からのお知らせ いきいき子育て 9 月 

※未就園児を対象に園庭を一部解放しています。詳細は各園にお問い合わせ下さい。 

わくわく広場 幼稚園園庭開放 

★くす北保育園★ 

電話 398-3135 

毎週木曜日 

9 月 3 日、10 日、24 日 

17 日⇒ゆめの木 

9 時 30 分～11 時 30 分 

 

★くす南保育園★ 

電話 397-2152 

毎週火曜日 

9 月 1 日、8 日、15 日、

29 日 

9 時 30 分～11 時 30 分 

☆楠北幼稚園☆ 

電話 397-3653 

毎週水曜日・木曜日 

9 月 2 日、3 日、9 日、10 日、16 日、17 日、 

30 日 *18 日⇒3 歳の日  

9 時 30 分～11 時 30 分 

園舎工事のため、楠南幼稚園にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楠交流会館図書室からのお知らせ                 【お問い合わせ】電話 397-2277 

 
＊まだまだ外出を控えている方も多いのではないでしょうか？ 

自宅にいても旅行気分が味わえる本を紹介します 

『おまつり万歳』                        『大人の旅じたく』 

『名古屋東海北陸絶景さんぽ 2020』      『にっぽん全国 100駅弁』 

『世界一周ビジネスクラス BOOK』      『旅猫リポート』 

『旅屋おかえり』              『あさくさかな』  

『いろんなでんしゃはっしゃしまーす』    『ぼくのたび』 

－ ４ － 

 

市民センターからのおすすめの本        【お問い合わせ】電話 398-3111 

「中学生のためのスイーツの教科書」 おかやま山陽高校製菓科 編 

 

初心者向けの、美味しい“スイーツつくり”料理書です。基本的な道具や材料の紹介から始まり、 

クリームの泡立て方、オーブンの使い方など、イラストや写真を多用して、わかりやすく解説しています。 

中学生も、小学生も。女の子も、男の子も。料理初心者パパも、製菓初心者ママも 

みんなで作って、家族でスイーツを食べちゃおう！ 

 

 

 

楠（なん）の木（き）からのお知らせ  【お問い合わせ】楠の木るすばん隊 電話 397-3729 

 

～高齢者の方々、気軽に参加してみませんか～   ※送迎片道１００円 

◇ふれあい広場 （有料 ランチ 500円）    健康体操や作品作り、地域の活動団体によるランチの提供 

毎月 1回 月末の金曜日 10 時３０分～15時  

◇かなゆにの日 （有料 50 円～100 円） 100 歳体操 本格コーヒー(有料 200 円)の提供など 

毎週火曜日：13時～15時 30 分  


