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回
覧

令和　４年　12月　5日号

富洲原地区市民センター ☎365-1136

（富洲原地区のホームページから最新のセンターだよりや、バックナンバーもカラーで読むことができます。）

富洲原地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tomisuhara.net/

富洲原地区団体事務局（ｾﾝﾀｰ１階）☎365-1174

戸籍関係の各種届出書(出生・死亡・婚姻など）の受付けは、

休み期間中も 市役所地下1階宿直室 ☎ ３５４-８１７７ で行います。

《 年末年始のごみ・し尿の収集 》
必ず指定された収集日の 8:30までに、決められた場所へ、決められたし 尿 12月29日

(木) 種類のごみを出してください。ガラスの破片など危険なものがあれば、
収集のときに分かるように表示をお願いします。

市民センター窓口業務・貸館業務 12月28日(水)まで 1月 4日(水)から

市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下) 12月28日(水)まで 1月 4日(水)から

《 年末年始の業務 》

◆富洲原地区団体事務局業務 12月28日(水)まで 1月10日(火)から

※ 令和5年1月1日より、持込み時のごみ処理手数料が改定となります。

詳しくは広報よっかいち 11月20日号の同時配布物でご確認ください。

秋の叙勲で、瑞宝単光章を授与された 羽藤さんは消防団活動に

長年従事していただき、功績を積み重ねられました。

その功績に感謝申し上げます。

叙勲おめでとうございます

🌸（元四日市市消防団部長）
はとう けいいち

羽藤 恵一 さん（天カ須賀地区）

【問合せ】環境事業課(クリーンセンター)　 ☎ 331-6181

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへの搬入（8:30～12:00・13:00～16:30） 12月31日(土)まで 1月 4日(水)から

可燃ごみ・破砕ごみ・資源物(ペットボトル含む) ごみ収集日程表のとおり

粗大ごみ個別有料収集の受付 12月28日(水)まで 1月 4日(水)から

【問合せ】生活環境課　☎ 354-8193

し　尿 12月29日(木)まで 1月 4日(水)から

はまだ

百歳を迎えられた 濱田 ヒナヨ さん（天カ須賀地区）

に市長からの祝状と長寿祝金をお届けしました。

ご家族に見守られてお幸せそうなご様子でした。

これからも、お元気でお過ごしください。

百歳おめでとうございます
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認知症患者や、その家族を支える地域づくりを目指して！
① 子ども向け認知症講座 受講者募集

【日 時】12月24日（土） 14:00～16:00
【内 容】認知症のことを知るためのお話とゲーム みずたに ほみ

【講 師】四日市羽津医療センター 認知症看護認定看護師 水谷 穂身 さん
【場 所】富田地区市民センター ２階ホール
【対象・定員】小学４年生から中学生まで 30名

※大人も一緒にご参加いただけます。

② 認知症や介護について、前向きに考える映画鑑賞会 観覧者募集
【日 時】令和５年１月７日（土） 13:30～15:30
【上映作品】僕とケアニンとおばあちゃんたちと。
【場 所】あさけプラザ １階ホール
【定 員】200名
【問合せ・申込み】 ①、②ともに、一般社団法人あした葉

☎ 090－8325－8816  Eメール：wkiwkiriko@solid.ocn.ne.jp
（①は大人の方から申込みをお願いします）

感染症対策として、

返却された本は一定

の期間専用の場所に

保管してから本棚に

戻しています。

図書の貸出期間は２週間。お１人 ５冊まで。〈ただし、新刊は １家族 ３冊まで〉

富洲原地区市民センター 新刊児童図書のお知らせ

ひみつのカレーライス （井上 荒野・田中 清代）

ほしじいたけ　ほしばあたけ （石川　基子）

大ピンチずかん （鈴木　のりたけ）

にんじゃ　つばめ丸 （市川 真由美・山本 孝）

とこやに　いった　ライオン （サトシン・おくはらゆめ）

初心者の方も大歓迎!! やさしいスマホ教室 ★12/12（月）受付け開始

スマートフォンは持っているけれど電話しか使っていないあなた。それは勿体ない！
スマートフォンにはカメラや地図検索など便利な機能が沢山あります。
ラインなどを活用すれば、親しい友人や親せきと写真などのやり取りもできます。
今回は初級編と中級編の2回の講座を開催します。
初めての方でも楽しく学べますので、この機会に是非ご参加ください。

【日 時】1回目 令和５年1月26日（木）14:00～15:30

《 スマホの基本操作、カメラやネットを使いましょう 》

2回目 令和5年2月9日（木）14:00～15:30

《 スマホのステップアップ、ラインを始めましょう 》
※ どちらか片方だけの受講も可能です。

【場 所】富洲原地区市民センター ２階大会議室
【定 員】１回目、2回目それぞれ 12名ずつ（先着順。定員になり次第締切）
【対象者】富洲原地区にお住まいで、ご自分のスマートフォンをお持ちの方
【講 師】愛マムズ IT俱楽部
【参加費】無料
【持ち物】ご自分のスマートフォン、筆記用具

【申込・問合せ】富洲原地区市民センター  365-1136
※ 申込は1２月12日（月） ８：３０から電話でのみ受付け

※ 当日は自宅での検温、マスクの着用をお願いします。手指消毒にご協力ください。
発熱や咳症状が見られたら参加の自粛をお願いします。
また、感染症拡大の状況等で変更になる場合がありますのでご了承ください。
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人権標語・防災標語・防災ポスター 入選作品 !

南海トラフ地震による津波からの避難を想定して、富洲原地区連合自主防災隊の主催

による地区内5か所の津波避難ビルへの避難訓練を行い、希望した小学生が起震車によ

る地震体験をしました。

感染症対策のために、消防分団や自主防災隊による実演や展示は見送られましたが、

参加された 800名以上の住民の皆さんは真剣に取り組まれていました。

12月26日 (月)です。納期限は
固定資産税 都市計画税

（第３期）

普段目にする事の
ない富洲原消防分団
車庫内の見学に子ど
もたちも興味深げで
した。

消防分団員の皆さんが普段はそれぞれの仕事に就きながら、地域のために万が一の火

事や災害に備えて訓練に励んでいるといったお話を聞いたあと、消防分団の指導による

放水訓練を行いました。子どもたちにとって大変貴重な学習機会となりました。

クペリHP

QRコード12月はお休みです。
次回は、1月22日（日）を予定しています。

【問合せ】一般社団法人子ども子育て・教育研究所（CPERI：クペリ）

☎ 090-9184-7088（小﨑）・ Eメール : info@cperi.net
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人権標語・防災標語・防災ポスター 入選作品 !

🌸富洲原中学校の皆さんにご応募いただいた中から、下記の作品が選ばれました。

🌸 富洲原小学校4年生の皆さんにご応募いただいた中から、下記の方々の作品が選ばれ

ました。

◆人権標語◆

◆防災標語◆

皆さんおめでとうございます

◆防災ボスター◆

共同募金へのご協力

ありがとうございました

地区内にお住まいの皆さまや

事業所からご協力いただきました。

法人分共同募金 260,000 円

合 計 1,304,000 円

共同募金 1,044,000 円
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四日市市北部ブロック駅伝大会の中止についてのおしらせ
37回と長い歴史がある駅伝大会ですが、現状では継続が厳しく開催を断念すること

となりました。今後は、健康促進につながり多くの方が参加できる全員参加型の大会を

検討しております。なお、今まで大会に参加された選手の皆様、大会に協力していただ

いた関係者の方々に対しましては厚くお礼申し上げます。

【問合せ】スポーツ推進委員協議会 北部ブロック

富洲原地区団体事務局 ☎ 365-1174
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高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください

市議会 議会報告会のお知らせ
11月定例月議会の議会報告会を開催します。
今回は、四つの常任委員会が合同で一つの会場で議会報告会を行います。
定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えし、

意見交換も行います。市内に在住または通勤・通学する方を対象とし、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】12月27日（火） 18:30 ～ 20:45
【会 場】総合会館 ８階視聴覚室（四日市市諏訪町２番２号）

【シティ・ミーティング テーマ】四日市市政全般について

※ 会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。
※ 手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※ 感染症拡大の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。
※ 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。

【問合せ】市議会事務局 議事課 広報公聴係

☎ 354-8340 FAX 354-8304

2023年（令和5年）四日市市20歳（はたち）を祝う会

開催のおしらせ

【日 時】2023年（令和５年）１月９日（月・祝）
13:00～13:40（受付12:00～）

【場 所】四日市ドーム

【対 象】平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの方

【その他】式典のオンライン配信も行います。

・マスクを着用してご来場ください。また、当日発熱のある方や、体調不良の方は参加を

ご遠慮ください。

・会場では受け付けを行います。12月に発送する案内ハガキ（12月1日時点で四日市市
に住民登録がある方に送付します。）に必要事項をご記入のうえご持参ください。

・案内ハガキがない方は、参加票を市ホームページからダウンロードし、必要事項をご記

入のうえご持参ください。

・入場時には検温と手指の消毒にご協力ください。また、会場内では係員の指示に必ず
従ってください。

・式典の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないでください。

・駐車場には限りがありますので、できる限り近鉄四日市駅と近鉄富田駅から運行される
シャトルバス（無料）をご利用ください。
また、周辺道路の渋滞が予想されますので、時間に余裕をもって会場にお越しください。

・シャトルバスの利用を希望される方は、上記の申込みフォームからお申し込みください。
なお、発車時刻・乗車場所はホームページにてご確認ください。

・感染症拡大の状況によっては、四日市ドームでの開催を中止し、20歳（はたち）を祝う
会企画委員のみで式典を執り行い、その様子をオンライン配信します。
四日市ドームでの開催を中止する場合は、市のホームページで案内します。

【問合せ】青少年育成室 ☎ 354-8247 FAX 354-8444

Eメール：ikuseishitsu@city.yokkaichi.mie.jp

無料
シャトルバス
申込フォーム

富洲原地区の成人式対象者数 105 名
（令和４年５月1日現在）

申込期限 12月26日(金)
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家屋を取り壊したときはご連絡ください
家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため、市役所資産税課

家屋係までご連絡ください。物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いい

たします。

【問合せ】資産税課家屋係 ☎ 354-8135 ・ 354-8138

コンビニ交付サービスの一時停止について

メンテナンス作業のため、すべての証明書のコンビニ交付サービス業務を、下記の日時に
一時停止します。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。

12月29日(木)～令和5年1月３日(火)終日 ・ １月18日(水) 終日

【問合せ】マイナンバーカードサービスセンター ☎ 340-8371 FAX340-8372

🏠

高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください
令和６年度から適用される第９次介護保険事業計画・第10次高齢者福祉計画に皆様のご意

見を反映するため、市内在住の40歳以上の方のうち、無作為抽出で4,500名にアンケートを

お送りしています。

アンケートが届いた方は、返信用封筒にて12月28日（水）までにご回答ください。

より良い介護保険・高齢者福祉行政のため、

ご協力をよろしくお願いいたします。

【問合せ】介護保険課 管理・保険料係 ☎ 354-8425

FAX 354-8280

【参加者募集】 四日市コンビナート夜景ランフェスティバル

【 開 催 日】令和 ５年 3月 11日（土）
【 種 目】10kmラン、ジュニアラン、ファミリーラン、コンビナート駅伝、キッズラン

【イベント】

諏訪太鼓演奏 ・ キッチンカー ・ 四日市の美味しい産品販売ブース

誰でも参加できる『ナイトファンラン』 『インスタ写真コンテスト』etc.

（競技に出場しなくてもイベント会場へ入場できます）

●競技種目の申込方法（いずれかの方法でお申し込みください。）

① 公式HP申込みフォーム

② Eメール： info@yokkaichi-yakeirun.com 

③ FAX 06-4967-9155《申込窓口：㈱BESTS 》

※申込み用紙のついたリーフレットは市民センターにもあります。

【 問 合 せ】スポーツ課 ☎ 354-8202

申込フォーム

🌷 市民センター利用者のお忘れ物について 🌷
センターで、お忘れものをお預かりしています。

お心当たりのある方は、お問い合わせください。

【問合せ】富洲原地区市民センター ☎ 365-1136

◆お忘れ物 (11月25日現在) ◆

帽子、皮手袋(黒色・右用)、女性用手袋(黒色）、根付鈴(赤色・だるま)、

マグネット初心者マーク、眼鏡ケース(えんじ色）、タオル生地のハンカチ など


