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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/

◎投票日 7月10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 投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土）午前８時３０分～午後８時

◎三重北勢健康増進センター・防災教育センタ-・中消防署中央分署

南消防署南部分署・北消防署北部分署

投票日 ７月２日（土）～９日（土）午前８時３０分～午後８時

◎トナリエ四日市 ４階わくわく・ふれあい広場

投票日 ７月７日（木）～９日（土）午前１０時～午後８時

※期日前投票所によって開設期間等が異なりますので、ご注意ください。

※今回の選挙では新たにトナリエ四日市で期日前投票ができます！ぜひご利用ください！

【問合せ】 選挙管理委員会事務局 ☎354-8269

◆ 自 動 車 文 庫 ◆

7/1 松原町八風公園 富田一色公会堂 富洲原地区市民センター

（金） 10:10～10:40 13:40～14:10 14:20～15:00 【予約・問合せ】富洲原在宅介護支援センター（安田・石田）

☎ 366-2600

「おなかの健康」のお話と

ヘルスリーダーさんの体操

【日 時】7月13日（水）14：00～15：00

【会 場】富洲原地区市民センター２階 大会議室

【対 象】65歳以上の方

【講 師】三重ヤクルト販売株式会社 井上理嵯さん
ヘルスリーダーさん

【参加費】無料

【持ち物】マスク、タオル、飲み物、 動きやすい服装

【定 員】20名(予約制とさせて頂きます）

前日までに下記の連絡先までご予約ください。

受付時、住所等のご連絡先をお伺いさせて頂きます。

当日、検温・手指消毒のご協力をお願いします。

また体調の優れない方はご参加をお控え下さい。

イキイキ教室
介護予防ボランティア ヘルスリーダーの会による

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！

【日 時】 ７月6日(水) 13:30～15:00

【場 所】 富洲原地区市民センター ２階 大会議室

【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）

【問合せ】 高齢福祉課 ☎ 354-8170

※天候や感染症拡大の状況によって変更になる場合がありますのでご了承ください。

いのうえりさ

６月定例月議会の議会報告会を７月４日に開催します。今回は、４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。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】７月４日（月） １８：３０ ～ ２０：４５

【会 場】総合会館 ８階 視聴覚室

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※進行状況によっては、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。

※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。

※天候や感染症拡大の状況により中止や開催方法の変更もありますのでご了承ください。

【問合せ】 議会事務局 議事課 ☎ ３５４－８３４０ FAX ３５４－８３０４

◇◆四日市市議会 議会報告のお知らせ◆◇

参議院議員通常選挙のお知らせ

※天候や感染症拡大の状況によって変更になる場合がありますのでご了承ください。

5月30日(月)に開催された四日市北地区防犯協会定期総会において、

伊藤 義明さんが防犯功労者として表彰されました。

長年にわたり、松原地区子ども見守り隊（少年指導委員）として活躍されてきました。

おめでとうございます。

表彰おめでとうございます

いとうよしあき



 

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。

ようちえん あそびかい
7/5 水あそびをしよう ※七夕の笹をもちかえります。

12 ４～７月生まれのお誕生会をしましょう。 （いずれも火曜日）

● 暑くなってきました。お茶や帽子などを忘れずに。

● お天気がよければ水あそびをします。着替えをご準備ください。
【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

ほいくえん あそぼうかい
7/6・13・20 （いずれも水曜日）

● 園児と一緒に遊ぼう！

【時 間】 10:00〜12:00

【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

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＞15：00～18：00 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。

【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 https://cocoplaza-yokkaichi.jp/

昨年度好評いただいた商業施設などでのマイナンバーカード出張申請サポートを再開します！
申請サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！(なくなり次第終了)

この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！

◎サポート内容

・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い ・インターネットでの申請のお手伝い

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け

・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡し ・マイナンバーカードに関する相談・案内など
マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表

◆イオンモール四日市北 16日(土)・17日(日)・18日(月・祝)

30日(土)・31日(日)

 ８月 13日(土)・14日(日）

◆アピタ四日市店  ６月  29日(水)・30日(木)

 1日(金)・7日(木)・8日(金)

 14日(木)・15日(金)・21日(木)

 22日(金)・28日(木)・29日(金)

 8月  4日(木)・5日(金)・11日(木・祝)

 12日(金)・18日(木)・19日(金)

 25日(木)・26日(金)

◆市民窓口サービスセンター前  6月  29日(水)・30日(木)

◆イオン四日市尾平店  7月  2日(土)・3日(日)

 ９日(土)・1０日(日)

 8月  6日(土)・7日(日)

◆イオンタウン四日市泊  6月  25日(土)・26日(日)

 7月  23日(土)・24日(日)

 8月  20日(土)・21日(日)

 27日(土)・28日(日)

　16:30頃～19:00

　(近鉄四日市駅高架下)

　(西側エスカレータ付近)

　10:00～18:00

　 7・８月⇒1階中央イベント広場

　 6月⇒２階フードコート付近

　10:00～18:00

　（1階中央エスカレーター下)

 ７月

 ７月

　1階専門店通路（ホームセンター側入口付近）

　10:00～18:00

　2階休憩スペース

6月⇒10:00～15:30

7・８月⇒10:00～18:00

羽津小学校 給食パートを募集 （９月上旬からの勤務です）

【募集職種】小学校給食調理員（給食パート）２名

【業務内容】給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

【勤 務 日】給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）

【勤務時間】午前８時３０分～午後３時００分（労働時間５時間４５分）

【時 間 給】１,０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

【そ の 他】他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することがあります。

【申し込み】応募を希望される方は、教育総務課（☎ 354-8236）に電話のうえ、履歴

書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

【応募期間】６月２７日（月）～７月８日（金）

定員：先着１０組

持ち物：母子手帳、バスタオル

えほんのひろば 対象：どなたでも7/23 10:30～11:00

おはなしとわらべうたであそびましょう。

家族や友だち同士で写真をとろう。②15:30～16:30（日） 定員：1回につき1グループ5名まで

7/1(金) 9:00～17:30 七夕かざりづくり 対象：どなたでも

※材料がなくなり次第終了

7/12 赤ちゃん広場 対象：０歳～18ヶ月、

（火） 体重測定や助産師に発育相談ができます。 　　　出産予定の人

9:30～11:00

※受付終了時間

10:30

～ ※消毒時間は除く 短冊や七夕かざりを作ってプラザに飾ろう！

7/7(木)

7/17 ①10:00～11:00 プラザフォトスポット 対象：どなたでも

(土) 定員：当日先着10名

マイナンバーカード出張申請サポートを再開します！

※天候や感染症拡大の状況によって変更になる場合がありますのでご了承ください。

※上記いずれも天候や感染症拡大の状況によって変更の場合がありますのでご了承ください。

また手指消毒などにもご協力ください。

【問合せ】マイナンバーカードサービスセンター ☎３４０－８３７０

羽津小学校 給食パートを募集

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことを

エッセー(随筆)にしてください。

【対 象】 市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人

【テーマ】「あの本のこの人に会いたい！」または、読書法や読書論について

【規 定】 400字詰め原稿用紙またはワード等（1列20文字×20列）を使用し、本文3

枚と表紙1枚で未発表のもの(一人1編)に限る

【申込み】 10月19日(必着)までに、作品表紙に所定の応募票を添えて、郵送、Ｅメール、

または直接、〒510-0821 久保田一丁目2-42 四日市市立図書館へ

募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。

【問合せ】 四日市市立図書館 月曜日、第２・４火曜日休館 ☎ 352-5108 

FAX 352-9897
Eメール tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp
HP https://www.yokkaichi-lib.jp/

読書に関するエッセーを募集


