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

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。

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

日の本保育園子育て支援センター

子育て相談お受けします！
【時 間】 月～金曜日 9:30～14:30
【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】 日の本保育園子育て支援センター ☎365-0840
※一日の方は、お弁当をご持参ください。

ほいくえん あそぼうかい ★園児と一緒に遊ぼう！

9/1・8・15・22・29 （いずれも水曜日です）
【時 間】 9:30〜12:00
【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】 富洲原保育園 ☎365-0994
※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。

有権者の皆様にお願いする感染症対策

●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

●周りの方との距離を十分にとってください

●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

●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

●帰宅後に手洗い・うがいを行ってください

ようちえん あそびかい
9/ 7 しゃぼん玉やきんぎょすくいであそびましょう

14 砂場や外で元気にあそびましょう
21 玉入れで楽しみましょう
28 よーい、ドン ！しましょう （いずれも火曜日です）

★今年度も、幼稚園の運動会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、未就学児の参加
種目はありません

【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

※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。

表彰おめでとうございます！

三重県自治会連合会より、下記5名の方が表彰されました。長年にわたり、地域に貢献いただき

ありがとうございます。

＜自治行政並びに社会福祉等功労者表彰＞

松 原 🌸 坂本 寛 さん （連合）

富田一色 🌸 江口 浩信 さん（中町） 🌸鈴木 哲生 さん （弁天町）

天カ須賀 🌸 渡邉 征一 さん（常盤町） 🌸浦島 一 さん （南町）

◇◇三重県知事選挙のお知らせ ◇◇

◎投票日 9月１２日（日） 午前７時～午後８時
◎投票所 富洲原第一投票所（富田一色公会堂）

富洲原第二投票所（天カ須賀公会堂）
富洲原第三投票所（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！

総合会館：８月２７日（金）～９月１１日（土）午前８時３０分～午後８時

防災教育センター ８月２８日（土）～９月１１日（土）
南消防署南部分署 午前８時３０分～午後８時
北消防署北部分署

※三重北勢健康増進センター及び中消防署中央分署は開設しませんのでご注意ください。

【問合せ】選挙管理委員会事務局（諏訪町１番５号） ☎３５４－８２６９

マスクの着用 咳エチケット 手指のアルコール消毒 ソーシャルディスタンスの確保 定期的な換気 飛沫防止シートの設置

飲み物や帽子などを

忘れずに

9/1

（水）



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。

介護予防ボランティア ヘルスリーダーの会による教室

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！

【日 時】 9月1日（水）1３:３0～1５:00

【対 象】 おおむね６５歳以上の市民の方 申し込み・参加費不要！

【持ち物】 マスク、タオル、飲み物

（動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください）

【場 所】 富洲原地区市民センター 2階 大会議室

【問合せ】 高齢福祉課 ☎ 354－8170

※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には、中止・日程の変更に

なることがありますので、ご了承ください。（8月18日のイキイキ教室は中止になりました）

※体調の悪い方は参加をお控えください。

※参加される方は、マスクの着用、手指消毒、検温にご協力ください。

※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。

【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/

定員：先着10組

(土)

飛距離を競ったり、フープにくぐらせ
よう。

15:30～16:00

おはなしとわらべうたであそびましょ
う。

9月11日 フリスビー

対象：どなたでも9月25日 10:30～11:00 えほんのひろば

　　(火)

9月1日 10:00～11:30

9月1日 9:00～17:00 防災月間 対象：どなたでも

(水)～ 防災に関するイラストやクイズなどで
防災力を身につけよう。

定員：1グループ5名まで

9月14日

対象：小学生

(土) 定員：先着１0名

　　(金)

おじいちゃん・おばあちゃんに手紙を書
こう

プラザで撮影した写真を貼って、おじ
いちゃん・おばあちゃんにはがきを出

します。

対象：18歳までの子ども
と保護者

持ち物：宛名住所がわかる
もの

(水)～ 12:30～14:00

9月17日 15:00～17:00 定員：先着50名



【主なイベント日時・内容】

「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、また

現在の子育て環境、子どものおかれている状況や、子どもを主体者としてみる考え方を知っていた

だくために、依頼会員向けの講習会を実施します。

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で未受講の方も、受

講してください。

【日 時】 ９月１１日(土) １３:００～１６:００

登録済みの方は１４:３０(講習会終了)まで。

＊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 ２階 視聴覚室

【定 員】 会場の都合により、2０名程度といたします。(先着順に受け付けます)

【申込方法】電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

【保 育】 あり/無料 ※事前にお申し込みください。

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

■初級編

10月10日（日） 10:00～11:15

■中級編

10月24日（日） 10:00～11:15

DAY

■申し込み方法

＊定員は各100人（応募多数の場合は抽選）
＊当日は、インスタグラムがインストールされたスマート
フォンおよび、Zoomで使用するタブレットまたはパソ
コンをご用意ください

＊インスタグラムアカウントをお持ちでない人は、事前に
アカウントを作成の上、ご参加ください

Instagram
オンラインセミナー

2021
「四日市Stylist」になって

四日市の魅力を発信

【問合せ】 広報マーケティング課 ☎354-8244 FAX354-8315

メール：kouhou@city.yokkaichi.mie.jp

無料

市公式インスタグラム

Please Follow !

― 初級編の主な内容 ―

▶プロフィールの作り方

▶「インスタ映え」の撮影・加工方法

▶キャプション・ハッシュタグの作り方 など

― 中級編の主な内容 ―

▶フィードのアルゴリズムについて

▶ストーリーズの活用方法

▶インスタグラム最新機能の紹介 など

9月30日までに、申し込みフォーム
（https://logoform.jp/f/r1O2X）からお申し込みください。

▼申し込み

フォーム

講師：株式会社merchu
おりた かえで

代表取締役 折田 楓さん


