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市民税・県民税

（第 1 期）
納期限は ６月３０日（水）です。

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ています。

（ 各地区市民センター 月 １回 ）

この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。

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）

7 月 18 日 (日) 　《 申込期限：7月9日(金)》
富洲原地区市民センター

8月   8日 (日) 　《 申込期限：7月30日(金)》

開　設　日場　　所

「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（6月21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】 6月26日（土）13時～17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（クペリ代表理事・所長）

【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 ＜ささえあい基金の寄付で運用しています＞

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

※コロナの感染状況により中止することもありますのでご了承ください。

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～

今年も、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、6月30日（水）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。

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

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。

熱中症を予防し、暑い夏を元気に過ごしましょう。

1. 上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。
2. 喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
3. 頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な

睡眠といった体調管理を行いましょう。

【問合せ】健康づくり課 ☎ 354-8291

クペリHP

QRコード

7/18 (日)
8/8  (日)

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

とっても便利！！
休日に市民センターで申請すると
マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！



こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
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、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！！

【開館時間】＜第1部＞9:00～11:30

＜第2部＞12:30～14:00

＜第3部＞15:00～17:00

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。

【主なイベント日時・内容】

※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。

【料 金】 無料

【問合せ】 こども子育て交流プラザ ☎ 330-5020 FAX 334-0606

東新町26番32号 橋北交流会館4階 HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集
地域のまちづくりに興味をお持ちの方、ご応募をお待ちしております。

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平成

２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。

【日時】 ６月２６日(土) 13:00～16:00 (講習会のみの方は14:30終了)
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

【場所】 三浜文化会館
【定員】 会場の都合により、20名程度 先着順に電話で受け付けます。

無料保育有ります。（事前にお申し込みください）

【申込み･問合せ】四日市市ファミリー・サポート・センター ☎ 323-0023
（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー･サポート・センターから

6月27日 10:00～11:30 こども上映会 対象：どなたでも

（日） 15:00～16:30 10:00～は乳幼児向け
15:00～は小学生向け
の映画を上映します。

定員：最大20名

6月20日 13:30～14:00 プラザおんがくかいミニ 対象：どなたでも

（日） トロンボーンとファゴットの、中低音の
あたたかく豊かな音色で、いろいろな曲
を演奏するよ。

定員：当日先着20席

（土） おはなしとわらべうたで遊びましょう。 定員：当日10組

6月19日 10:30～11:00 えほんのひろば 対象：どなたでも

飛距離を競ったり、フープにくぐらせた
りして的に当ててみよう。

6月12日 15:30～16:30 フリスビーで遊ぼう 対象：小学生

（土） 定員：当日先着10名

リンク元 注意

オオキンケイギクは「特定外来生物」です！！
北米原産のオオキンケイギクは、繁殖力が強く、日本の生態系に重大な影響を及ぼす植物として、

外来生物法により「特定外来生物」に指定されています。この植物を植えたり、拡げたりすること

は法律で禁止されています。

●自宅でオオキンケイギクを見かけた際は、普通の雑草と同じように駆除・処分して頂くよう、

ご協力をお願いします。

・花が咲く5月～7月頃に、根から抜き取る。

・スコップ等を用いると駆除しやすいです。

・2日～3日、種子が飛散しないように、

ビニール袋に入れた状態で天日にさらし、枯死させる。

・燃やすごみに出す。

【特徴】オオキンケイギクの花は、直径5～7cm程で、黄橙色の花びらの先端が不規則に分かれて

います。草丈は50～70cmで、葉は細長い楕円形で両面に毛があります。

【問合せ】環境保全課 環境調整係 ☎ 354-8188

◆ 受講者募集 ◆ 四日市市民大学 （一般クラス）

四日市市民大学 (一般クラス) は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただ

ける講座です。

今年度は「高齢社会（認知症を予防して健康寿命を延ばし、健全な社会をめざす）」・「文化芸術

（墨の魅力、秋の夜長に本を読む）」・「医療（コロナ渦での地域医療を考える）」等に関する５つ

のコースを開催します。複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または市ホームページでご案内しています。

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどにあります。

多くの方のお申し込みをお待ちしています！

申込締切：７月１日（木）必着

【問合せ】文化振興課  354-8239

◆ 問  合  せ 市民協働安全課　  ☎ 354-8179    FAX 354-8316

◆ 修　　了 全8回中 5回以上の出席と、800字程度のレポート提出で、修了証を交付

◆ 申込締切り 6月30日（水）

◆ 内　　容
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、効果的な取材・広報について、

地域資源のマッピング演習、レポート作成など

◆ 定　　員 ４０名（応募者多数の場合抽選）

◆ 開催日時
(全て土曜日)

７月17日、 31日、 ８月28日、 ９月11日、 10月２日、 30日、 11月20
日、12月４日 の全８回、  《下記以外の6回は   9：30～12：00 》

（※７月17日は13：30～16：00、　10月２日は9：30～16：30）

◆ 場　　所 総合会館７階　第３研修室


