
 

 

 

 

                                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

【メニュー】

・長いもの豚巻きソテー

・小松菜とハムの和え物

・キノコの

・水ようかん

日 時 

場 所 

参加費（材料費）

募集人数

持ち物 

講 師 

申込み 

    

締 切 

問合せ 

日 時  

場 所 

  

持ち物 

問合せ 

     

 

                                

【メニュー】

・長いもの豚巻きソテー

・小松菜とハムの和え物

・キノコの酸辣
さんらー

・水ようかん

 6 月 20 日（木）

 富洲原地区市民センター

参加費（材料費） 

募集人数 富洲原地区の男性１６名

 エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル

 富洲原地区食生活改善推進協議会会員

 5 月 23 日（木

    センター窓口または電話でお申し込みください。

 6 月 13 日（木

 富洲原地区市民センター

  6 月２2

＜事前申込不要＞

 富洲原地区市民センター

  2 階 

 材料費 600

 食生活改善推進協議会

     伊藤 ☎

                                

前月号でご案内した

室」のメニューが決まりました！

 

【メニュー】 

・長いもの豚巻きソテー

・小松菜とハムの和え物

酸辣
さんらー

湯
たん

 

・水ようかん 

日（木） 10:00

富洲原地区市民センター

 600 円（当日、徴収します。）

富洲原地区の男性１６名

エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル

富洲原地区食生活改善推進協議会会員

日（木）から受け付けを開始します。

センター窓口または電話でお申し込みください。

日（木） 

富洲原地区市民センター

2 日(土)１０：００～

＜事前申込不要＞

富洲原地区市民センター

 調理室 

600 円、エプロン、三角巾

食生活改善推進協議会

☎365-6699

                                

前月号でご案内した

室」のメニューが決まりました！

・長いもの豚巻きソテー 

・小松菜とハムの和え物 

10:00～12:00

富洲原地区市民センター ２階調理室

（当日、徴収します。）

富洲原地区の男性１６名 

エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル

富洲原地区食生活改善推進協議会会員

）から受け付けを開始します。

センター窓口または電話でお申し込みください。

 

富洲原地区市民センター ☎365

１０：００～ 

＜事前申込不要＞ 

富洲原地区市民センター 

円、エプロン、三角巾

食生活改善推進協議会 

6699 

    

                                

前月号でご案内した「男の料理教

室」のメニューが決まりました！

12:00 

２階調理室 

（当日、徴収します。）

エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル

富洲原地区食生活改善推進協議会会員 

）から受け付けを開始します。

センター窓口または電話でお申し込みください。

365-1136

 

円、エプロン、三角巾 

今回は

更になりました。

（通常は第３土曜日）

                                

「男の料理教

室」のメニューが決まりました！

 

（当日、徴収します。） 

エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル

 

）から受け付けを開始します。 

センター窓口または電話でお申し込みください。 

1136 

今回は第 4 土曜日に

更になりました。 

（通常は第３土曜日）

                                 

令和元

「男の料理教

室」のメニューが決まりました！ 

エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル 

 

土曜日に変

 

（通常は第３土曜日） 

令和元年 5月

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター

市長自市長自市長自市長自

地域地域地域地域

聴聴聴聴きしてきしてきしてきして

策策策策にににに

をををを図図図図

ティングをティングをティングをティングを

さんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークの

すすすす。。。。

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限

らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます

※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま

すのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承ください

 

 

 

6/9(日)

6/15(土

6/16(日

6/29(土

所在地東新町

問合せ こども子育て交流プラザ

 

月 20 日号 

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター

市長自市長自市長自市長自らがらがらがらが直接地域直接地域直接地域直接地域

地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの

きしてきしてきしてきして意見交換意見交換意見交換意見交換

にににに反映反映反映反映しししし、、、、もってもってもってもって

図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的

ティングをティングをティングをティングを開催開催開催開催しますしますしますします

さんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークの

。。。。（（（（手話通訳手話通訳手話通訳手話通訳・・・・

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限

らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます    

※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま

すのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承ください

) 
11:00

13:30

土) 13:30

日) 
10:30

13:30

土) 14:30

東新町 26-32 

こども子育て交流プラザ

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター        ☎☎☎☎３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

直接地域直接地域直接地域直接地域にににに赴赴赴赴

さんのさんのさんのさんの声声声声をををを積極的積極的積極的積極的

意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うことでうことでうことでうことで

もってもってもってもって地域力地域力地域力地域力のののの

目的目的目的目的としてタウンミーとしてタウンミーとしてタウンミーとしてタウンミー

開催開催開催開催しますしますしますします。。。。会場会場会場会場

さんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークのさんとのフリートークの時間時間時間時間もありまもありまもありまもありま

・・・・要約筆記要約筆記要約筆記要約筆記ありありありあり

四日市市
タウンミーティング
 

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限

    

※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま

すのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承くださいすのでご了承ください    

11:00～12:00 

13:30～14:30 

13:30～15:00 

10:30～12:00 

13:30～15:00 

14:30～15:00 

32 橋北交流会館

こども子育て交流プラザ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

赴赴赴赴きききき、、、、

積極的積極的積極的積極的におにおにおにお

うことでうことでうことでうことで施施施施

のののの向上向上向上向上

としてタウンミーとしてタウンミーとしてタウンミーとしてタウンミー

会場会場会場会場のののの皆皆皆皆

もありまもありまもありまもありま

ありありありあり）））） 

四日市市
タウンミーティング

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限

※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま

 

 

あじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作り

フェルトとゴムひもを使って、あじさい

風のヘアゴムをかわいく作ろう

 

バドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会

トーナメント戦でバトミントンをしよ

う！ 

 

 

革のネームタグ作り革のネームタグ作り革のネームタグ作り革のネームタグ作り

家族で手軽にレザークラフトを体験で

きます。家族・自分・友だちへのプレゼ

ントとして、名前や模様をスタンプした

ネームタグを作ってみよう

 
えほんのひろばえほんのひろばえほんのひろばえほんのひろば

季節のおはなしと工作をします。

橋北交流会館 4 階 料金

 ☎３３０－５０２０、ＦＡＸ

 

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

ぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加ください

問合

四日市市
タウンミーティング

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限

※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま※会場および駐車場のスペースには限りがありま

あじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作り

フェルトとゴムひもを使って、あじさい

風のヘアゴムをかわいく作ろう

バドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会    

トーナメント戦でバトミントンをしよ

革のネームタグ作り革のネームタグ作り革のネームタグ作り革のネームタグ作り    

家族で手軽にレザークラフトを体験で

きます。家族・自分・友だちへのプレゼ

ントとして、名前や模様をスタンプした

ネームタグを作ってみよう

えほんのひろばえほんのひろばえほんのひろばえほんのひろば    

季節のおはなしと工作をします。

料金 無料 

☎３３０－５０２０、ＦＡＸ

 

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

ぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加ください

富洲原富洲原富洲原富洲原

問合せ 広報マーケティング課

☎３５４－８２４４

FAX３５４－８３１５

四日市市 
タウンミーティング

市から提示するテーマ

あじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作りあじさいヘアゴム作り    

フェルトとゴムひもを使って、あじさい

風のヘアゴムをかわいく作ろう 

トーナメント戦でバトミントンをしよ

    

家族で手軽にレザークラフトを体験で

きます。家族・自分・友だちへのプレゼ

ントとして、名前や模様をスタンプした

ネームタグを作ってみよう 

季節のおはなしと工作をします。 

☎３３０－５０２０、ＦＡＸ334-

  

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７    

ぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加ください

富洲原富洲原富洲原富洲原

広報マーケティング課

３５４－８２４４

３５４－８３１５

タウンミーティング

 “新総合計画”

市から提示するテーマ

フェルトとゴムひもを使って、あじさい

対象/5

定員/各回先着

※当日

トーナメント戦でバトミントンをしよ

対象/小学生

定員/先着

※当日

持ち物/

家族で手軽にレザークラフトを体験で

きます。家族・自分・友だちへのプレゼ

ントとして、名前や模様をスタンプした

対象/4

族 

定員/各回

※当日

対象/どなたでも

 

334-0606 

富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局

ぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加くださいぜひ、ご参加ください    

富洲原富洲原富洲原富洲原地区地区地区地区

広報マーケティング課 

３５４－８２４４ 

３５４－８３１５ 

タウンミーティング

“新総合計画”

市から提示するテーマ

/5 歳児～中学生

各回先着 20 名

※当日 9:00 から整理券配布

小学生 

先着 16 名 

※当日 9:00 から受付開始

/上靴 

/4 歳児～高校生とその

 

各回先着 15 組

※当日 9:00 から整理券配布

どなたでも 

富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局

    

地区地区地区地区    

タウンミーティング 

“新総合計画” 

市から提示するテーマ 

歳児～中学生 

名 

から整理券配布 

から受付開始 

歳児～高校生とその家

組 

から整理券配布 

 

子育て相談お受けします！

月～金曜日

持ち物

        

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

問合せ

        

富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ    

6/ 4 ビックシャボン玉を作って遊ぼう

  11 砂場で楽しく

   18 ビニールプールで水遊びをしてみましょう

  25 ビニールプールやタコさんシャワーで遊びま

時 間 10:00

持ち物 着替え

お茶

※後半はプール遊びが始まります。水着や着がえを用

意してきてください。

問合せ 富洲原幼稚園

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局    （センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）

園児と一緒に遊ぼう！

6/5

※いずれも水曜日

時 間

持ち物

問合せ

 

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

子育て相談お受けします！

月～金曜日 9:30

持ち物 着替え、タオル、帽子、

        水分補給のお茶等

※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

        

    ：：：：http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/

ビックシャボン玉を作って遊ぼう

砂場で楽しく

ビニールプールで水遊びをしてみましょう

ビニールプールやタコさんシャワーで遊びま

しょう！ 

10:00～11:30

着替え（水着）

お茶等 

※後半はプール遊びが始まります。水着や着がえを用

意してきてください。

富洲原幼稚園

（センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）        

園児と一緒に遊ぼう！

5・12・19

※いずれも水曜日

間 9:30～

持ち物 着替え、

帽子、水分補給のお茶等

問合せ 富洲原保育園

 

 

松原町八風公園

10:10

富田一色公会堂

13:40

富洲原地区市民センター

14:20

子育て相談お受けします！ 

9:30～14:30

着替え、タオル、帽子、

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

        ☎365-0840

http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/

ビックシャボン玉を作って遊ぼう

砂場で楽しく遊びましょう！

ビニールプールで水遊びをしてみましょう

ビニールプールやタコさんシャワーで遊びま

11:30 ※いずれも火曜日

（水着）、タオル、帽子、

※後半はプール遊びが始まります。水着や着がえを用

意してきてください。毎回絵本の読みきかせをします

富洲原幼稚園  ☎365

        ☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

園児と一緒に遊ぼう！ 

19・26 

※いずれも水曜日 

～12:00 

着替え、タオル、

帽子、水分補給のお茶等

富洲原保育園 ☎

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

子育て相談お受けします！ 

14:30 

着替え、タオル、帽子、 

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

0840 

http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/    

ビックシャボン玉を作って遊ぼう！ 

ましょう！ 

ビニールプールで水遊びをしてみましょう

ビニールプールやタコさんシャワーで遊びま

※いずれも火曜日

、タオル、帽子、水分補給の

※後半はプール遊びが始まります。水着や着がえを用

毎回絵本の読みきかせをします

365-0653 

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

 

、 

帽子、水分補給のお茶等 

☎365-0994

10:40 

14:10 

富洲原地区市民センター 

15:00 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。 

日の本保育園子育て支援センター 

 

ビニールプールで水遊びをしてみましょう！ 

ビニールプールやタコさんシャワーで遊びま

※いずれも火曜日 

水分補給の 

※後半はプール遊びが始まります。水着や着がえを用

毎回絵本の読みきかせをします。 

 

    

0994 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

市民課まで

 

  

 

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

 サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

んのでご注意ください。

 まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

 

 

 

 マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所

の市民窓口サービスセンターのいずれかで

 

 

 

 

 

  

 「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

  

日程で

 

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

 

 

 

                                                  

 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

市民課までご連絡ください。

 

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

んのでご注意ください。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所

の市民窓口サービスセンターのいずれかで

 皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

  本年度の人権地区懇談会は、

日程で開催します。

 当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

 「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

日  

会  

                                                  

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

ご連絡ください。

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

んのでご注意ください。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所

の市民窓口サービスセンターのいずれかで

問合せ

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

本年度の人権地区懇談会は、

開催します。 

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

  時 

  場 

                                                  

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

ご連絡ください。 

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

んのでご注意ください。 

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所

の市民窓口サービスセンターのいずれかで

問合せ 市民課

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

本年度の人権地区懇談会は、『わたしのものさし「私の人権

 

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

6 月

富田一色公会堂

                                                  

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所 1 階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

の市民窓口サービスセンターのいずれかで

市民課 ☎354

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

『わたしのものさし「私の人権

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

月 10 日（月）

19:00～

富田一色公会堂

                                                  

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。

354-8152

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

『わたしのものさし「私の人権

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

日（月） 

～ 

富田一色公会堂 

                                                   

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取りいただいていない場合は、

などの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが 2 月

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードではご利用できませ

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。 

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

8152 ＦＡＸ359

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

『わたしのものさし「私の人権

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

6 月 1７日（月）

19:00

松原公会堂

、まだお受け取りいただいていない場合は、

などの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

月 1 日から始まりまし

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。 

住基カード・通知カードではご利用できませ

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

359-0282

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

『わたしのものさし「私の人権 あなたの人権」』をテーマに

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。

７日（月）

19:00～ 

松原公会堂 

、まだお受け取りいただいていない場合は、

などの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

日から始まりまし

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

住基カード・通知カードではご利用できませ

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

0282 

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

あなたの人権」』をテーマに

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

い、講師からはその都度適切な助言をいただきながら進めていきます。 

「人権はちょっと敷居が高いな」とお考えの方も、ぜひご参加ください。 

７日（月） 6

、まだお受け取りいただいていない場合は、

などの店舗内に設置されている 

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録 

日から始まりまし 

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。 

住基カード・通知カードではご利用できませ

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。 

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

あなたの人権」』をテーマに

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行

6 月 1８日（火）

19:00

天カ須賀公会堂

、まだお受け取りいただいていない場合は、

住基カード・通知カードではご利用できませ

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。 

皆さんは、知らず知らずのうちに自分の考えを周囲に押し付けてしまうことってありませんか？ 

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。

あなたの人権」』をテーマに下記の 

当日は、講師（人権センター職員）からの問題提起の後、小グループに分かれての話し合いを行 

８日（火） 

19:00～ 

天カ須賀公会堂 

    

 

 

 

 

、まだお受け取りいただいていない場合は、

住基カード・通知カードではご利用できませ

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。 

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

 

 

 

    

 

 

 

 

 

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

 

 

開催予定日

            

      

場

内

      

      

修

定

 

問合せ・申込み

        

 

「価値観の違い」をお互いに理解し尊重し合うことで、人間関係がよりよく変わることがあります。 

 

     
 

 

 

日 時 6

場 所 富洲原地区市民センター

対 象 おおむね

持ち物 タオル、飲み物

     

問合せ 健康づくり課

 

 市民協働安全課

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

 地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

開催予定日 

            

      

場   所 

内   容 

      

      

修   了 

定   員 

問合せ・申込み

        

     

6 月 3 日（月）

富洲原地区市民センター

おおむね 65

タオル、飲み物

 ※運動しやすい服装でお越しくだ

さい。 

申し込み・参加費不要

健康づくり課

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

 以下の土曜日（全

            7/13、7/27

      ※7/27(

１１/16

 総合会館

 地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

      源のマッピング演習、コンフリクト

      作成など

 全 9回中、

 40 名（応募者多数の場合抽選）

問合せ・申込み 6 月

        市民協働安全課

     

日（月）10:00

富洲原地区市民センター

65歳以上の市民

タオル、飲み物 

※運動しやすい服装でお越しくだ

 

申し込み・参加費不要

健康づくり課 ☎354

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

以下の土曜日（全 9

7/27、8/24

(13:30～16:00

16（14:00

総合会館7階 第

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

源のマッピング演習、コンフリクト

作成など 

回中、5回以上の出席と

名（応募者多数の場合抽選）

月 28 日（金）までに

市民協働安全課

10:00～11:30

富洲原地区市民センター 大会議室

歳以上の市民      

※運動しやすい服装でお越しくだ

申し込み・参加費不要 

354-8291 

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

9 回） 

8/24、9/14

16:00)、１０

14:00～16:30

第 3 研修室ほか

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

源のマッピング演習、コンフリクト

回以上の出席と

名（応募者多数の場合抽選）

日（金）までに

市民協働安全課 ☎354

11:30 

大会議室 

       

※運動しやすい服装でお越しくだ

 

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

9/14、9/28

、１０/12(９

16:30）、それ以外の日（

研修室ほか 

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

源のマッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート

回以上の出席と 800字程度のレポート提出で修了証を交付

名（応募者多数の場合抽選） 

日（金）までに 

354-8179，ＦＡＸ

 

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

※透明または半透明の袋に入れて

   

 

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。 

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

9/28、10/12

９:３０～16:30

）、それ以外の日（

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

マネジメント演習、グループ討議、レポート

字程度のレポート提出で修了証を交付

，ＦＡＸ354

  

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

資源物資源物資源物資源物

※透明または半透明の袋に入れて

   「乾電池」と記入して

 

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。

10/12、10/26

16:30) 

）、それ以外の日（9:30～12:00

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

マネジメント演習、グループ討議、レポート

字程度のレポート提出で修了証を交付

354-8316

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

資源物資源物資源物資源物の日にお出しください。

※透明または半透明の袋に入れて

「乾電池」と記入して

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。 

10/26、11/16

12:00） 

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

マネジメント演習、グループ討議、レポート

字程度のレポート提出で修了証を交付

8316 

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

の日にお出しください。

※透明または半透明の袋に入れて

「乾電池」と記入してお出しください。

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

11/16、12/14

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資

マネジメント演習、グループ討議、レポート

字程度のレポート提出で修了証を交付 

乾電池はお住まいの地域の集積場に、 

の日にお出しください。 

※透明または半透明の袋に入れて 

お出しください。

では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と

12/14 

地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資 

マネジメント演習、グループ討議、レポート 

 

 

お出しください。 


