
令和 2年 11月 5日 号　　　

富洲原地区市民センター ☎365-1136 365-1137 富洲原地区団体事務局（センター１階） ☎365-1174

富洲原地区ホームページ http://tomisuhara.net/

回
覧

◎投票日 11月2９日（日） 午前７時～午後８時
◎投票所 富洲原第一・・・富田一色公会堂

富洲原第二・・・天カ須賀公会堂

富洲原第三・・・松 原 公会堂

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入

場券を持って所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以外で

は投票できませんのでご注意ください。

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇

◎期日前投票所 投票日 11月2３日（月）～2８日（土）午前８時３０分～午後８時

(1) 総合会館（市役所西隣）１階 ロビー （諏訪町２番２号）

(2) 三重北勢健康増進センター(ヘルスプラザ)１階 研修室 （塩浜町１番地１１）

(3) 防災教育センター(北消防署内)２階 防災センター （富田二丁目４番１５号）

(4) 中消防署中央分署 ３階 多目的ホール （曽井町３９１番地２）

(5) 南消防署南部分署 １階 第１会議室 （大字泊村４１８４番地３）

(6) 北消防署北部分署 １階 会議室 （中村町２２８１番地２）

【問合せ】 選挙管理委員会事務局 諏訪町１番５号 ☎３５４－８２６９

◇◇ 四日市市長選挙のお知らせ ◇◇

投票所における「新型コロナウイルス感染症対策」について (期日前投票所を含む）

選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染症対

策を行います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感染症対策に

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◆投票所内での感染症対策
１ 投票所にアルコール消毒液を設置します
２ 投票管理者・立会人、投票所事務従事者はマスクを着用します（事務従事者は手袋

を着用）
３ 投票所受付に飛沫防止シートを設置します
４ 定期的に投票所備品（記載台、鉛筆等）を消毒します
５ 定期的に投票所内の換気を行います
６ 投票所内が混雑しないよう、入口で調整します

◆有権者の皆様にお願いする感染症対策
１ 投票所に設置するアルコール消毒液による手指の消毒、マスクの着用、咳エチケ

ットにご協力ください
２ 周りの方との距離を十分にとってください
３ 持参した鉛筆（シャープペンシル）で投票用紙に記入することができます
４ 投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票の利用をご検討ください
５ 帰宅後に手洗い・うがいを行ってください

ﾏｽｸの着用 手指のｱﾙｺｰﾙ消毒 定期的な換気

咳ｴﾁｹｯﾄ ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽの確保 飛沫防止ｼｰﾄの設置

納税は、便利で安心な

口座振替で！！

【問合せ】 収納推進課

☎354-8141

Fax 354-8309

この受付窓口で申請していただくと、お申し出いただいたカードの暗証番号を職員が入力し、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)しますので、カードの受け取りのために再度来庁する必要

がありません。なお、カード到着まで、2か月程度要します。

受付は事前予約制 （時間指定）となりますので、希望される方は、電話で予約してください。

富洲原地区市民センター 開設窓口日

（先着48名まで）　　【事前予約制】1人あたり20分

12月  6日 (日) 　   【締切 11月27日(金)】　 13：30～17：30

11月23日(月・祝) 【締切 11月13日(金)】 8：30～12：30

リンクしているので削除してはいけない

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設について《再掲》

【予約・問合せ】

☎365-1136

予約時に、申請に必要

なもの等、詳細をお知

らせします。

他のセンターでもできます。《 12月 》各センター開設日一覧表

神前 326-2751

内部 345-3951

日永 345-3197

河原田 345-5020

12/12(土) 海蔵 331-3284

川島 321-3020

富田 365-1141

羽津 331-4465

小山田 328-1001

下野 337-0001

12/6（日)

12/5（土) 保々 339-0001

三重 331-3276

富洲原 365-1136

水沢 329-2001

中部　354-8152(市民課)

八郷 365-0259

大矢知 364-8704

12/20(日)

県 326-0001

12/19(土)

楠 398-3111

橋北 331-3787

12/13(日)

四郷 321-2021

常磐 351-1751

塩浜 345-2403

桜 326-2051

↑



道に迷っている高齢者をみかけたら、 その方は認知症で、自分が今どこにいるのか

分からなくなってしまった可能性があります。

優しく声をかけて、話を聞いてください。

●声かけのポイント

・ 驚かせないように、ゆっくり斜め前から近づく（後ろからいきなり声をかけない）

・ 笑顔であいさつしてから、「どちらへ行かれますか？」などとゆっくりと話しかける。

・ 近くの交番があれば案内する。交番がない、本人が行きたがらないなどの場合は、警察や市

役所に連絡する。

【問合せ】北警察署 ☎366-0110    高齢福祉課 ☎354-8170

認知症になっても安心して暮らせるまちに

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う不安や心配を少しでも軽減していただけるよう、

「こころの傾聴電話」を開設します。傾聴ボランティア経験者が電話で話をお聴きします。

【対象者】 市内に在住する人

【時 間】 毎週月・火・金曜日（祝日を除く） 13:00～17:00

【電話番号】 354-8092
【問合せ】 保健予防課 ☎352-0596

新型コロナウイルス感染症に伴う こころの傾聴電話のご案内

2017年4月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベント

を開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施して

います。

ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、クッキングルーム、工作室や図書室など

の設備が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

※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、電話でお問い合わせください。

【主なイベント日時・内容】 : 【料金】無料

〈こども子育て交流プラザ＞ 東新町26番32号 橋北交流会館4階

☎ 330-5020 FAX 334-0606

【HP】 http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

定員/当日先着20組

持ち物/上靴・飲み物

16：30 のスポーツ、ポートボールを体験します。〕

10：00

対象/小学生

定員/当日先着16名

～

のかわりに人がボールをキャッチする日本発祥

すくすく広場　〔手遊び、絵本の読み聞かせ、 対象/未就学児

※15：00～受付開始

17：00 〔出演したい人も募集します。〕

※募集要項については通信かＨＰを確認

11/23(月）
《 祝日 》

15：30 こども運営委員会presents「ポイントハンター」 対象/小学生

～

〔こども運営委員会がプラザ中に宝箱を 定員/当日先着25名

16：30 　隠したよ。見つけ出して高得点を目指そう！〕 ※15：00～受付開始

～

11/22(日）

11/30(月）

プラザフェス2020　

〔いろいろな音楽を楽しもう♪〕

ポートボールをやってみよう

～11：00 　季節に合った制作活動を予定しています。〕

11/25(水)

15：30 〔バスケに似てるけどバスケじゃない、ゴール

15：30 〔家族や友達とプラザに集合！〕

対象/どなたでも

定員/当日先着50名

↑

子どもを虐待から守るのは 地域の人々の「気づき」と「連絡」です

－4月から子どもへの体罰は法律で禁止されました－

これらは全て体罰です ●言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた

●大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

●宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

「近所の人が虐待しているのでは？」と感じたら、どうせ人ごと・・・、

関わりたくない・・・という意識は捨てましょう。子どもはほとんどの場合、

自分から助けを求めることができません。子どもを救うために、あなたが、

ぜひ行動を起こしてください。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談

こども家庭課 : ３５４－８２７６

●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）1 8 9 ※通告者の秘密は守られます

いちはやく

口座振替で！！

令和3年1月31日(日)まで、無料で接種できるようになりました。

【対象】 接種当日に市内に在住し、次のいずれかの条件を満たす人

➀ 65歳以上

② 60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫

の機能に障害があり、日常生活に極度の支障があると医師から判断された人

※必ず事前に医療機関へお問い合わせください。 【問合せ】 健康づくり課 ☎354-8282

高齢者インフルエンザ予防接種が、令和２年度は無料となります


