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避難を考える際には、以下のポイントを確認の上で、新型コロナウイルス感染症等の感染拡
大防止にご協力をお願いします。
1. 避難しない方が安全な場合も！？

～自分の住んでいる場所の危険性を確認しましょう～

地域において多年にわたり民生委員・児童委員と
してご活躍された下記の方が、民生委員・児童委員
厚生労働大臣特別表彰を受彰されました。
〇 渡邉 善八 さん
〇 小川 マリ子 さん

安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。台風・豪雨時に自宅の外に避
難が必要かどうか、あらかじめハザードマップ等で確認しましょう。
２. 避難所以外に安全な場所はありますか？

～命を守るための避難の方法を考えましょう～

市の指定避難所への避難だけでなく、安全な親戚・知人宅や自宅の２階への避難など、どの
タイミングで、どのような避難を行うかを前もって検討しておきましょう。
※必要な場合は避難所へ迷わず避難してください。
３. マスク、消毒液、体温計を忘れずに！ ～避難場所での感染症対策にご協力ください～
・避難する前に検温等により健康状態の確認を行ってください。
・マスクや消毒液、体温計等を持参してください。
・こまめな手洗いや、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底してください。
ご自宅の浸水防止対策に「ブルーシート」を貸し出します。
家庭でもできる「ブルーシート」を使った浸水防止対策を防災情報ホームページに掲載しました。
令和元年９月４日・５日の豪雨で浸水（床下・床上）された住宅にお住まいで希望される方に、
試行的に「ブルーシート」の貸し出しを行いますので、詳しくは危機管理室までお尋ねください。
問合せ

危機管理室 ☎354-8119

ヘルスリーダーによるイキイキ教室は、6 月に講
座形式で再開しましたが、7 月からはイスに座って
のストレッチや筋力トレーニングの内容で実施しま
す。参加される方は、以下の点をご理解ください。
① 各自、マスクの着用と水分補給をお願いします。
② 発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患
をお持ちの方で感染リスクを心配される方は、
参加を控えてください。
日 時
場 所
問合せ

水あそびやシャボン玉あそびをしましょ
う！
14 お誕生会をします！
※久しぶりのあそび会です。暑いので帽子や水分
補給のお茶をご持参ください。
※保護者の方はマスクを着用してください。
※いずれも火曜日、新型コロナウイルス対策で変
更になる場合があります。
時 間 10:00～11:30
持ち物 着替え、タオル、マスク（お子さんも）
帽子、水分補給のお茶等
問合せ 富洲原幼稚園
365-0653

ほいくえん あそぼうかい

園児と一緒に遊ぼう！
7/1・8・15・22
※いずれも水曜日、新型コロナウイルス対策で変
更になる場合があります。
時 間 9:30〜12:00
持ち物 着替え、タオル、マスク（お子さんも）
富洲原地区ホームページ：http://tomisuhara.net/
帽子、水分補給のお茶等
7 月 1 日（水）13:30～
問合せ 富洲原保育園 ☎365-0994
富洲原地区市民センター 2 階 大会議室
高齢福祉課 ☎354-8170

日の本保育園子育て支援センター
地区敬老会の中止と敬老記念品の配布について ～富洲原地区社会福祉協議会からのお願い～
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地区敬老会を中止することとなりましたので、ご理解いただきますようお願いします。
自治会の協力による敬老記念品の配布は例年どおり行いますので、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
せていただきたいと考えています。
つきましては、名簿の個人情報はこの記念品配布のための資料としてのみ使用し、秘密保持の厳守を徹底しますので、皆さんのご理解、ご協力をお願い
します。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、７月１０日（金）までに高齢福祉課（電話３５４－８４５５）へご連絡いただきますよ
うお願いします。その場合、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。
問合せ 団体事務局 ☎365-1174
富洲原地区の連合自治会、社会福祉協議会、連合自主防災隊、人権教育推進協議会の書面表決結果について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記 4 団体については総会開催に代えて書面表決を行い、本年度役員案等の議案をお諮りしたところ、全議
案が可決承認されましたことをご報告します。
問合せ 団体事務局 ☎365-1174

子育て相談お受けします！
月～金曜日 9:30～14:30
持ち物 着替え、タオル、帽子、
マスク(お子さんも)、水分補給のお茶等
※一日の方は、お弁当をご持参ください。
新型コロナウイルス対策で変更になる場合が
あります。
問合せ 日の本保育園子育て支援センター
☎365-0840

自動車文庫
松原町八風公園
10:10～10:40
富田一色公会堂
13:40～14:10
富洲原地区市民センター 14:20～15:00

富洲原地区市民センターで毎年開催していた
「親子料理教室」は、新型コロナウイルス感染防

7 月、8 月に富洲原地区市民センターで予
定していた「ふれあい料理教室」は、新型コ

止のため今年度は中止します。

ロナウイルス感染防止のため中止します。次
回の開催は決まり次第お知らせします。
問合せ 食生活改善推進協議会

問合せ

富洲原地区市民センター
☎365-1136

☎365-9592 伊藤

６月定例月議会の議会報告会を、７月８日に開催します。今回は、４つの常任委員会が合同で一つの会
場で行います。事前のお申し込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越しください。
第１部：議会報告会
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
日

時

会

場

シティ・ミーティング

７月８日（水）

１８：３０

総合会館

７階

～

２０：００

第１研修室

市政全般について

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめ
ご了承願います。
※新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がござい
ますので、あらかじめご了承ください。
問合せ

議会事務局

☎３５４－８３４０
【主なイベント日時・内容】料金

7 月 1 日（水）

9：00～17：00

～7 月 7 日（火）

みんなの願いを集めよう☆

対象/どなたでも

みんなの願いごとや七夕かざりで

※材料がなくなり次第終了

も申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 か月程度時間がかかりますので、ご希望される方
は、お早めにご申請ください。
※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅
高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせくだ
さい。
◆コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニなどの店舗内に設置されて
いるマルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書など
の証明書が取得できるサービスです。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。
住基カード・通知カードでは利用できません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。
◆コンビニ交付サービスの一時停止について

諏訪町２番２号
テーマ

◆マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請で
きます。申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやスマートフォンからで

無料

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■一時停止日
時７月 23 日（木）～26（日）終日
◆マイナンバーカードマイキーＩＤ設定について
国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が今年度に実施される
予定です。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID 設定が必要となりま
す。
詳しくは、下記ホームページ
（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。
問合せ

市民課

☎354-8152 ＦＡＸ359-0282

プラザ中を飾ろう
7 月 12 日（日） 15：30～16：00

7 月 19 日（日） 10：00～11：30

えほんのひろば

対象/どなたでも

季節のたのしいおはなしをします。

※先着 10 名

よかパパひろば

対象/どなたでも

お子さんと一緒にあそんだり、お母

※当日先着 10 組、9：00

さんやお父さんと一緒に子育ての

より受付開始

話をしませんか？
７月 19 日（日） 10：00～17：00

プラザフォトスポット

対象/どなたでも

友だち同士、家族で写真をとりにき

※１回につき１グループ(5

てね。

人)まで

※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、お電話でお問い合わせください。
所在地：東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 ☎330‐5020
FAX334-0606

ホームページ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、
印象に残ったことをエッセー(随筆)にしてください。
対 象 市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人
■テーマ 「あの人におすすめしたい本」または、読書法や読書論について
■規定 400 字詰め原稿用紙またはワード等（1 列 20 文字×20 列）を使用し、本文 3 枚と表紙
1 枚で未発表のもの(一人 1 編)に限る
申込み 10 月 18 日(必着)までに、作品（表紙に所定の応募用紙を添付）を郵送かＥメールで、ま
たは直接、〒510-0821 久保田一丁目 2-42 市立図書館へ
その他 募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。
問合せ 市立図書館 ☎352-5108 ＦＡＸ352-9897
Ｅメール： tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp
月曜日、第２・４火曜日休館、ホームページ https://www.yokkaichi-lib.jp/

