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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 ※一日の方は、お弁当をご持参ください。

【問合せ】日の本保育園子育て支援センター ☎365-0840

ようちえん あそびかい
3/1 ひなまつり会をします

3/8 おたんじょう会をします （いずれも火曜日）

3/15 プチ おわかれ会をします

ほいくえん あそぼうかい
●園児と一緒に遊ぼう！

3/2・9・16（いずれも水曜日）

【時 間】9:30〜12:00

【問合せ】富洲原保育園 ☎365-0994

【持ち物】（左記のいずれも）

着替え、タオル、帽子、

マスク(お子さんも)、

水分補給のお茶など。

※新型コロナウイルス対策で、入口等を

開放しています。

また手指消毒などにもご協力ください。

※新型コロナウイルス対策で変更になる

場合がありますのでご了承ください。

【時 間】10:00～11:30

【問合せ】富洲原幼稚園 ☎365-0653

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/

3月１日～7日 春の火災予防運動 おうち時間 家族で点検 火の始末
●火災の発生状況

令和３年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７４件です。このうち建物火災が３

７件で、主な出火原因は、放火（疑いを含む）、たき火、こんろ、たばこ、ストーブになります。

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント

≪４つの習慣≫

・寝たばこは絶対にしない、させない。

・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

・こんろを使うときは火のそばを離れない。

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

≪６つの対策≫

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

●書道パフォーマンスを実施しました

市民の火災予防意識の高揚を図ることを目的に、川越高等学校の協力のもと実施した書道パ

フォーマンスの様子を、２月２６日（土）以降に消防本部公式ホームページ内のYouTubeチャ

ンネルで公開しますので、ぜひご覧ください。

【問合せ】 予防保安課 ☎ 356-2010     FAX 356-2041

★ 来年度のあそびかいは

4月19日から始めます。

3月2日（水）に予定していたイキイキ教室は、

新型コロナウイルス感染拡大のため中止となりました。

【問合せ】高齢福祉課 ☎ 354－8170

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

3月 1日

（火）

四日市市消防本部

公式ホームページ

（https://www.city.yokkaichi.

mie.jp/syoubou/index.php）

富洲原分団では、郷土愛に燃える若者を募集しています。

年齢18歳以上で、富洲原地区に居住または勤務している方であれば入団できます。

地域のため、一緒に活動しませんか。 わたなべ としひろ

【問合せ】分団長 渡邉 俊宏 ☎ 090-1749-1009

四日市市消防団 富洲原分団から団員募集のお知らせ

マイナンバーカード 申請サポート実施中！

🌷 お忘れ物について 🌷

◆お忘れ物(2月15日現在) ◆

手帳(赤色)、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 等

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

富洲原地区市民センターでは、写真の無料撮影や申請書記入のお手伝いをさせていただく

マイナンバーカード申請サポートを行っています。窓口の混雑状況等で、お待たせする場合

がありますので、事前にお電話いただきますようお願いいたします。

※期間は３月31日（木）までとなります。（再開する場合は、改めてお知らせします。）

【問合せ】富洲原地区市民センター ☎ 365-1136



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。

【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

※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（東新町26番32号 橋北交流会館4階）

☎330-5020 FAX 334-0606 HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

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。

消費者が意見を伝えるときのポイント (ご確認ください)
こんなとき、あなたなら、どうしますか？

「 注文した品物が届かない 」「 不足があった 」「 不良品だった 」
日常生活の中で、私たち消費者は、店や事業者に対して意見や要求を伝えなければならない

場面があります。そんなとき大切なのは、怒りや不満といった感情ではなく、事実と意見を伝え

ることです。意見がきちんと相手に伝わるように、次のことを心掛けましょう。

● 言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に

● 冷静になる・・・怒りにまかせた発言は逆効果です。ひと呼吸置いて冷静に。

大声で怒鳴る、長時間のクレーム、インターネット上での誹謗中傷などの迷惑行為

は、カスハラ（カスタマーハラスメント）として社会問題となっています。

【問合せ】市民・消費生活相談室 ☎ 354-8147

保育無料券申請のご案内

保保育無料券とは、2人目以降の子どもを出産した後の保護者の心身の負担を軽減するため、

市内の認可保育園・こども園で実施する一時保育を、上の子が2回まで無料で利用できる券の

ことです。保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があります。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

【申請方法】 こども未来課(総合会館3階)、各地区市民センターまたは市民窓口サービスセ

ンター(近鉄四日市駅高架下)にある申請書に記入し、郵送または直接、こども

未来課へ

【対 象 者】 市内在住の産婦で、２人目以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児

に限る)を養育している方

【利用期間】 保育無料券を受け取った日から、出産月の12か月後の月末まで

※保育園・こども園（保育認定）に通園している場合は利用できません。

※幼稚園に通園している場合は、土曜日や長期休暇などに利用できます。

【利用方法等】一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、各園にお問い合わせ

ください。 ※利用するには、事前登録が必要です。

【問 合 せ】 こども未来課 ☎ 354-8069

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 等

ユネスコ無形文化遺産「鳥出神社の鯨船行事」山車蔵巡り参加者募集!
例年8月14・15日に富田地区で行われるユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」。

祭り当日では見ることのできない各組の山車蔵内の見学や、各保存会からの解説もある山車蔵巡り

に参加しませんか。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止の場合があります。

【日 時】3月12日（土） 8:45～12:30頃（8:30受け付け）

【集合場所】富田地区市民センター２階ホール

【内 容】鳥出神社、北・中・南島組、古川町の４つの山車蔵、

東富田会館を巡ります。（約3ｋｍ。解説付き）

【そ の 他】 3月3日（木）までに、参加者全員（１組５名まで）

の名前・年齢、代表者の住所・電話番号を FAX・Ｅ

メールか、申込用紙を社会教育・文化財課へ

※ 詳しくは、『広報よっかいち』2月下旬号、または

ＨＰ「とりでじんじゃのくじらぶね」検索をご覧ください。

【問 合 せ】 社会教育・文化財課 ☎ 354-8238 FAX 354-8308

E-mail syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

市指定文化財「旧四郷村役場」耐震補強・修理工事 現場見学会 参加者募集！

令和3年に築100年を迎えた、市指定文化財「旧四郷村役場」（四郷郷土資料館）は、

昨年10月より耐震補強・修理工事を行っています。

このたび、歴史的建造物の内部構造や文化財特有の特殊な工事の状況を公開します。

工事で発見された部材や上下窓、工事写真パネルなどもあわせて展示します。

通常は見られない工事中の文化財建造物をぜひご覧ください。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や内容変更する場合があります。

【日時・対象】3月20日(日)  小雨決行 10:30～16:00 小学5年生以上の方

（1回1時間×4回。各グループ20名程度。応募者多数の場合は抽選となります。）

※時間を選択することはできません。

【見学場所】西日野町3375 旧四郷村役場(四郷郷土資料館)

【集合場所】西日野町3207-1 四郷小学校運動場（旧四郷村役場すぐ北側です）

【駐車場はございません。徒歩または公共交通機関でお越しください。】

【申 込 み】 3月7日（月）までに、参加者全員（1組3名まで）の名前・年齢、代表者の住所・

電話番号を、FAX か Eメール（syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp）、

四日市の文化財申し込みフォーム（右QRコード参照）、往復はがきで

〒510-8601 諏訪町1-5 社会教育・文化財課「旧四郷村役場」係へ

【問 合 せ】 社会教育・文化財課 ☎ 354-8240 FAX 354-8308

対象/四日市に引っ越しされた方

定員/当日先着12組

3月14日 10:15～11:00
まんまる

〇 〇 広場

（月） みんなで楽しくおしゃべりしましょう。

3月20日 10:00～17:00 プラザフォトスポット 対象/どなたでも

（日） 3月にちなんだ顔はめパネルが登場するよ。 定員/1回につき 1グループ5名まで

お誕生日用のパネルもあるよ。

3月26日 15:30～16:30 プラザ音楽会 対象/どなたでも

（土） 息のあったアンサンブルと吹奏楽の響きを 定員/当日先着50名

楽しみましょう。 出演/橋北中学校音楽部

投票に来てね。 投票期間/ 3/14(月)～3/25(金)

3月30日 13:00～14:00 スポーツ活動総選挙 対象/小学生

（水） 選挙で 1位になった競技をするよ。 定員/当日先着12組


