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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/

軽自動車税（種別割）

（全期） 納期限は ５月31日(月）です。

グ リ ー ン カ ー テ ン 講 座
ベランダや庭でゴーヤを育てて、緑のカーテンを作ってみませんか？

緑の葉が、夏の日差しを防いで、お部屋の温度を下げてくれます。

冷房のためのエネルギーを節約し、おいしく食べられる緑のカーテン作りに取り組

みましょう。 （ 講座終了後に、ゴーヤの苗を2苗無料配布します。）

※新型コロナウイルス対策で変更になる場合がありますのでご了承ください。

【日 時】 ６月3日(木) 14：00～15：00

【場 所】 富洲原地区市民センター ２階大会議室

【定 員】 28名（先着順、定員になり次第締め切り）

【対象者】 富洲原地区にお住まいの方

【講 師】 三重県地球温暖化防止活動推進員

【内 容】 省エネ講座・グリーンカーテンの説明

【申し込み】５月12日(水)から市民センター窓口または電話で。

【問合せ】 富洲原地区市民センター ☎365-1136

富洲原地区市民センター サークル・グループ活動

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します
【実施日時】 5月19日(水）11:00ころから数分程度

【試験放送内容】

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。

●351-4004（自動電話応答機能）にTELしていただくと放送内容が確認できます。

※屋外拡声子局 市内1２２箇所 気象状況その他の理由により中止する場合があります。

※10/6(水)・2/16(水)にも同様の試験放送が予定されています。

【問合せ】 危機管理室 ☎ 354-8119

放 送 機 器 放 送　・　吹 鳴 内 容

防災行政無線

市内全て(※)の防災行政無線(固定系)屋外拡声子局およびＣＴ
Ｙ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放送されます。
 
【放送内容】上りチャイム音(♪ピンポンパンポン　　)
　　　　　 「こちらは、こうほうよっかいちです。」
                 「これは、Jアラートのテストです。」×３
                  下りチャイム音(♪ピンポンパンポン　　)

（固定系）

リンク元 注意

6/3
(木)

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設
平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおり

マイナンバーカード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く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お越しいただく必要はありません。

（カード到着まで、おおよそ2か月程度かかります。）

受付は事前予約制ですので、富洲原地区市民センター(☎365-1136、 平日8時30分～17時15

分）に電話予約してください。

予約受付は 5月20日(木)から開始します。

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)

(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)
(5)認印(本人署名の場合は不要）

※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。（詳細はご予約時にご説明します。）

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】

※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。

※先着48名まで、1人あたり20分。
※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。
【問合せ】富洲原地区市民センター ☎365-1136 （平日 8:30～17:15）

電話で予約を！

富洲原地区市民センター6月20日(日) 　《 申込期限：6月11(金)》

開　設　日 場　　所

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 参加費無料！

初心者・経験者、大歓迎！

6/20
(日)

「まっちゃんの子育て無料相談」 を開催します！
～ 一人で抱えずに不安を話してください！～

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、引き

こもりなどの相談を事前予約制（5月24日締め切り）で受け付けます。

詳しくは、直接、下記連絡先へお問い合わせください。

【日 時】 5月29日（土）9時～12時

【場 所】 富洲原地区市民センター1階 和室

【相談員】 松永高弘さん（クペリ代表）

【主 催】 一般社団法人子ども子育て・教育研究所 (クペリ)

【後 援】 公益財団法人ささえあいのまち創造基金＜ささえあい基金で運用しています＞

【連絡先】 ☎090-9184-7088 E-mail: info@cperi.net

クペリHP

QRコード



凡　　　例

パソコンドリーム 富洲原水彩画教室 囲碁クラブ サークル名

パソコン 水彩画 囲碁 活動内容

毎週月曜日 毎月第4月曜日 毎週月・水曜日 活動日

9：00～12：00 9：30～11：30 13：00～17：00 活動時間

中村　弘二 栗須　世津子 出口　達也 代表者

364-2498 365-7818 365-2882 連絡先

リラックス ヨガクラス  スマイル 松風吟詩会

ヨガ フォークダンス 詩吟

  毎週火曜日・金曜日 毎週火・木曜日 毎週火曜日

9：45～12：00 10：00～12：00 13：00～16：00

鈴木　洋子 中間　景長 尾子　正昭

365－8412 364－6143 364-5758

木彫りサークル積木の会 富洲原リズム体操 もみじ倶楽部 囲碁クラブ（再掲） 富洲原ヨガ教室 つくしの会

木彫り 体操 ヨガ 囲碁 ヨガ 手話サークル

毎月第1・第3水曜日 毎週水曜日 毎週水曜日 毎週月・水曜日 毎週水曜日 毎週水曜日

9：00～12：00 10：00～12：00 10：00～11：30 13：00～17：00 18：00～21：00 19：30～21：00

加藤　静江 伊藤　栄子 樋口　悦子 出口　達也 生川　幸代 鈴木　サミエ

364-0377 364-4626 365-8667 365-2882 365-1924 364-3098

手芸クラブ パソコンを触ってみたいなの会 ひまわり料理教室  スマイル(再掲） レザークラフト

編物・ぬいぐるみ等 パソコン 料理実習 フォークダンス 革工芸

毎月第１・3木曜日 毎月第1・3・4木曜日 毎月第4木曜日 毎週火・木曜日 毎週木曜日

9：00～11：30 9：30～12：00 9：00～12：00 10：00～12：00 13：00～16：00

渡邉　由美子 藤井　陽子 佐藤　久子 中間　景長 加藤　和代

365-4538 364-4500 365-5973 364-6143 365-6807

富洲原書道部 リラックス ヨガクラス（再掲） 三重己書サークル 自彊術普及会 日本舞踊花柳流彩の会

毛筆・硬筆 ヨガ 己書 自彊術 日本舞踊

月3回金曜日 毎週火曜日・金曜日 毎月第２金曜日 毎週金曜日 月4回金曜日

9：00～12：00 9：45～10：45 13:00～17:00、18:00～21:00 14：30～16：00 18：00～21：00

生川　理智子 鈴木　洋子 塚松　咲子 種橋　実和 加藤　さち子

364-7040 365－8412 (ＦＡＸのみ) 365-0848 364-9927 365-3618

ふれあい料理教室

料理実習

毎月第3土曜日

 10：00～12：00

伊藤　照代

365-9592

つどいサクラ会

障害者の貼り絵とハンドベル

毎月第2日曜日

9：00～15：00

嶌貫　淑子

365-2316

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

・ご入会を希望の方は、サークルの代表者にお問い合わせください。

・活動日は、会員数や講師の都合で変更することがあります。

・会費などは、サークル代表者に問い合わせください。

・ご入会は随時申し込みできますが、満員になることがあります。

・サークルの都合により活動を休止されることがあります。

富洲原地区市民センター サークル・グループ活動


