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富洲原地区ホームページ http://tomisuhara.net/

◆ 富洲原地区団体事務局から 休業のお知らせ ◆

８月１2日 (金) ～ １7日 (水) はお休みさせていただきます。

※ 8月18日（木）9:00 から通常どおり業務を再開します。

「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（8月22日(月)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】 8月27日（土） 9:00～12:00
【場 所】 富洲原地区市民センター2階 小会議室

まつなが たかひろ

【相談員】 松永 高弘さん（クペリ代表理事・所長、あおい幼稚園園長）

【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

※感染症拡大の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。

クペリHP

QRコード

市民税・県民税 （第２期） 納期限は８月３１日 (水)です

令和4年度 四日市市民生委員児童委員大会

において、下記の方が表彰されました。

＜民生委員児童委員協議会連合会会長表彰＞

なるかわ り ち こ

❀ 生川 理智子 さん

第２回 消費者講座 『特殊詐欺の手口の紹介』
還付金詐欺や架空請求といった特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、北警察署生活安全課の職員

を講師に招き、消費者講座を開催します。

【日 時】8月29日（月） 10:00～11:30
【場 所】総合会館７階 第１研修室

【講 師】北警察署生活安全課職員

【定 員】先着 50名

【その他】予約不要。参加費無料。

【問合せ】消費者協会 ☎ 357-5069

市民生活課 市民・消費生活相談室 ☎ 354-8147

当日、体調がすぐれない方や

発熱のある方は参加をお控えく

ださい。

また、会場では可能な限りマ

スクを着用し、周りの方との間

隔を十分に空けて着席ください。

上下水道局職員を装った訪問販売などに ご注意ください！

最近市内において、上下水道局職員や委託業者を装い、「水道の切替工事」と称して住宅や

敷地内に立ち入り、浄水器の購入を迫る訪問販売が発生しています。

上下水道局職員や水道メーターの検針員は職員証を携帯していますので、ご不審に思われた

ときは、職員証の掲示を求めるか、お客様センター、業務窓口までご連絡いただくとともに、

消費生活相談室にもご相談ください。

【問合せ】 上下水道局 お客様センター ☎ 354-8355

業務窓口 ☎ 354-8372  

市民・消費生活相談室 ☎ 354-8147                 

ARアプリで今すぐ確認！ あなたの家の浸水リスク

注意！

子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

「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、また子どもの置かれている状

況等を良く理解していただくために、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人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、

受講してください。

【日 時】９月 10日（土） 13:00～16:00（講習会のみの人は14:30終了）

＊講習会終了後、希望される人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 １階 創作スペースA、B （海山道一丁目1532番地1）

【定 員】保育の都合により、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】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）

四日市市より、「いきいき百歳体操」

活動で、五年にわたり地域の介護予防

推進に貢献されたことが評価され下記

の団体が表彰されました。

❀ 松原きらく会 様

表彰おめでとうございます!

◆ 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。

《一時停止日時》 9月 13日（火）終日
【問合せ】 マイナンバーカードサービスセンター ☎ 340-8371 FAX 340-8372



マイナポータルで国民年金の手続きができます！
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルの情報を活用して、

スマートフォンやパソコンで申請書などを作成することができ、紙の申請書

より簡単です。また、申請結果もスマートフォンなどで確認することができます。

◆ 対象手続

⓵ 国民年金 第1号被保険者加入の届出

（退職後の厚生年金からの変更など）

② 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請

③ 国民年金保険料 学生納付特例の申請

【問合せ】保険年金課 ☎ 340-0221 FAX 359-0288

納期限は８月３１日 (水)です

＜ 多言語対応 ＞ スマホ・タブレットで

「広報よっかいち」が読める！「カタログポケット」
より多くの皆さんに「広報よっかいち」（毎月5日・20日発行）を気軽に読んでいただくため、

無料ビューアアプリ「Catalog Pocket（カタログポケット）」での配信をしています。

多言語翻訳、自動音声読み上げにも対応しています。ぜひご活用ください。

●主な特徴

・スマホでも読みやすく、10言語に対応しています。

【画面表示】ポップアップで拡大表示、「UD（ユニバーサルデザイン）書体」で表示。

【対応言語】日本語、英語、中国語繁体字・簡体字、韓国語、タイ語、ポルトガル語、スペ

イン語、インドネシア語、ベトナム語

・自動音声読み上げも可能です。拡大表示とテキスト読み上げの設定を切り替えると、設定し

た言語による読み上げができます。

《注意》対応言語は上記のとおりです。

（ブラウザ版は、一部ブラウザソフトのみ対応）

●利用方法

「広報よっかいち」各月上旬号（裏表紙）にある

ＱＲコード（右図参照）を読み取ってアクセス

してください。

【問合せ】広報マーケティング課

☎ 354-8244 FAX 354-3974
ロゴアイコン QRコード

「ウクライナ人道危機救援金」 を受け付けています ☘
ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの

人々が、周辺国（ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、ロシア等）へ避難をしている状況

です。つきましては、国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字社が

実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、救援金受付を行っており

ますのでご協力をお願いいたします。

◆ 受付期間：９月３０日（金）まで。

◆ 受付口座：ゆうちょ銀行・郵便局

口座記号番号 00110-2-5606 口座加入者名 「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

注：通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記すること

注：ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

注：受領証の発行を希望される場合は通信欄に「受領証希望」と明記してください。

※ 市役所１階市民課窓口、３階健康福祉課、各地区市民センターに募金箱を設置しています。

【問合せ】 健康福祉課 ☎ 354-8281 FAX 359-0288

ダウンロードはこちら

⇧詳しい情報は
こちらから

（四日市市防災情報HP）

※対応機種：AR Coreに対応した機種

※推奨スペック：iPhone10以上、Android11以上

Apple Android

ARアプリで今すぐ確認！ あなたの家の浸水リスク

ってなに？
スマホなどのカメラをかざして、地域を「歩いて」「見る」ことで、ＡＲ（拡張現実）技術に

より表示される近くの避難所や現在地の浸水深（浸水リスク）などを見ることができます。また、

昔の地図や写真を見ながら、四日市の歴史を知るまちあるきも楽しめます。

【問合せ】危機管理課 ☎ 354-8119

●言語切り替えもできる。

【対応言語】
英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
ベトナム語

AR防災学習アプリ 『ARLook（あるっく）』をダウンロード

して、あなたの家やよく行く場所の浸水リスクを確認しませんか？

●ハザートマップも見れる。

【ハザードの種類】
洪水・津波・高潮
内水氾濫
土砂災害
震度分布
液状化危険度

「女性のカラダプログラム～心とカラダのバランスを整えましょう～」

女性のカラダは、ホルモンのバランスによって体調の変化が大きいと言われています。

ライフステージに応じた心身の変化について学び、心とカラダのバランスを整えましょう。

２回連続講座です。

★第１回

「女性のライフステージと女性ホルモン～すべての女性が輝くために知っておくこと～」

【日時】９月３日（土） 10:00～11:30

【場所】本町プラザ２階 第１会議室 （本町9番8号）
かわむら まなみ

【講師】いなべ総合病院 産婦人科医師 川村 真奈美さん

★第２回 「女性のためのカラダメンテナンス～骨盤を整えるヨガ～」

【日時】９月10日（土）、または９月17日（土） 10:00～11:30

【場所】本町プラザ２階 和室 （会場の収容人数の都合上、２回にわけて開催します）
いとう ゆきえ

【講師】健康体操指導士、ヨガインストラクター 伊藤 爾己枝さん

※ 飲み物、ヨガマットまたはバスタオル持参、動きやすい服装でお越しください。

【対 象】市内在住、または通勤・通学する２０代から５０代の女性で、

全２回参加できる人
【定 員】20人(先着順)
【参加費】無料
【託 児】有り（６ヵ月～小学３年生程度）無料

ご希望の場合は、８月２４日までに要申込み

【申込み】８月２日(火)以降に、電話・ＦＡＸ・Ｅメールで「はもりあ四日市」まで。

【問合せ】はもりあ四日市 ☎ 354-8331 FAX 354-8339

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

https://www.nenkin.go.jp/

※こちらの ＱＲコード

からアクセスできます。


