
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
 

 

 

  

7/３は窓口での直接申し込みのみ、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

 

日 時 

場 所 

対 象 

（

定 員 

材料費 

     

講 師 

      

持ち物 

    

※材料は用意されていますが、

実などの材料や小さい動物の置き物など、

ご家庭からお持ちいただいても結構です。

 

ハガキぐらいの大きさの

小さな森をつくります。

 

  

３は窓口での直接申し込みのみ、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

 7 月 29 日（月）

10：

 富洲原地区市民センター

２階大会議室

 小学生 

（1～3 年生は保護者同伴）

 15 名 

 500 円 

     （当日集めます

 吉岡 幸子さん

      （Happy Angel

 マチのある紙袋・飲み物

    タオル 

用意されていますが、

実などの材料や小さい動物の置き物など、

ご家庭からお持ちいただいても結構です。

ハガキぐらいの大きさの

小さな森をつくります。

 

３は窓口での直接申し込みのみ、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

日（月） 

：00～12：

富洲原地区市民センター

２階大会議室 

年生は保護者同伴）

 

（当日集めます）

幸子さん 

Happy Angel

マチのある紙袋・飲み物

用意されていますが、使いたい木の

実などの材料や小さい動物の置き物など、

ご家庭からお持ちいただいても結構です。

ハガキぐらいの大きさの 

小さな森をつくります。

  

３は窓口での直接申し込みのみ、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

 

：00 

富洲原地区市民センター  

年生は保護者同伴） 

） 

Happy Angel） 

マチのある紙袋・飲み物 

使いたい木の 

実などの材料や小さい動物の置き物など、 

ご家庭からお持ちいただいても結構です。 

 

小さな森をつくります。 

セ
ン

タ
ー

に
 

 
見

本
あ

り
ま

す
！

 

  

 

※星の折り紙工作も予定

    

日 時 

場 所 

対 象 

   （

定 員 

材料費 

講 師 

    

    

持ち物 

※絵を描きたい人は、マジック・クレ

 ヨンなど

 

３は窓口での直接申し込みのみ、7/４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

 

 

 

 

 

※星の折り紙工作も予定

     

 8 月 1 日（木）

10：00

 富洲原地区市民センタ

2 階大会議室

 小学生 

（1～3 年生は保護者同伴）

 40 名 

 50 円（当日集めます）

 中部大学非常勤講師

    伊藤 敏彦

    （富田一色町在住）

 筆記用具・飲み物・タオル

※絵を描きたい人は、マジック・クレ

ヨンなど 

４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

センターに見本あります

令和元年６

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

 

※星の折り紙工作も予定 

日（木） 

00～11：30

富洲原地区市民センタ

階大会議室 

年生は保護者同伴）

円（当日集めます）

中部大学非常勤講師

敏彦さん 

（富田一色町在住）

筆記用具・飲み物・タオル

※絵を描きたい人は、マジック・クレ

４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

センターに見本あります

令和元年６月２０

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

  

 

30 

富洲原地区市民センター  

年生は保護者同伴） 

円（当日集めます） 

中部大学非常勤講師 

（富田一色町在住） 

筆記用具・飲み物・タオル 

※絵を描きたい人は、マジック・クレ 

４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

センターに見本あります

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

 

 

４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

 

 

日 時

場 所

対 象

定 員

材料費

※7 月

ちください。

講 師

持ち物

 

【メニュー】【メニュー】【メニュー】【メニュー】

・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン

・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ

・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ

・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン

 

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        ☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６

 

４以降は電話申し込みも可。「親子料理教室」は、7/26

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません

時 8 月 3

10

所 富洲原地区市民センター

2 階調理室

象 小学生とその保護者

員 12 組 24

材料費 大人 １名

子ども１名

月 26 日（金）までに窓口へお持

ちください。 

師 食生活改善推進協議会会員

持ち物 エプロン・マスク・三角巾

ふきん・台ふきん

【メニュー】【メニュー】【メニュー】【メニュー】    

・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン

・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ

・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ

・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６

7/26 までに材料費を窓口へご持参ください。

（※期限までに来れない方はご相談ください。）材料費のため、キャンセルの場合は返金できません。 

3 日（土） 

10：00～12

富洲原地区市民センター

階調理室 

小学生とその保護者

24 名 

１名 500

子ども１名 300

日（金）までに窓口へお持

 

食生活改善推進協議会会員

エプロン・マスク・三角巾

ふきん・台ふきん

・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン

・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ

・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ・にんじんポタージュ    

・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン・牛乳ココアプリン    

 

☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６☎３６５－１１３６        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

までに材料費を窓口へご持参ください。

 

12：00 

富洲原地区市民センター  

小学生とその保護者 

500 円 

300 円 

日（金）までに窓口へお持

食生活改善推進協議会会員 

エプロン・マスク・三角巾・

ふきん・台ふきん 

・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン・とうふクリームのパングラタン    

・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ・大豆ととりむね肉の元気サラダ    

 

 

 

 

 

 

 

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

までに材料費を窓口へご持参ください。

 

日 時

場 所

対 象

定 員

参加費

講 師

    

持ち物

※動きやすい服装で

 

 

◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦

クロ

んをみんなで助けよう！

◎◎◎◎いざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほか

    

★みんなにもできることが、きっとあ

るはず・・

    

日（金）までに窓口へお持

 

・ 

  

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７            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

までに材料費を窓口へご持参ください。

時 8 月 6

14：00

所 富洲原地区市民センター

2 階大会議室

象 小学生

員 ２０名 

参加費 無料 

師 県地区女性防災

    クローバーのみなさん

持ち物 筆記用具・タオル

※動きやすい服装で

◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦

クローバーのマスコット、キュマちゃ

をみんなで助けよう！

いざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほか

みんなにもできることが、きっとあ

るはず・・・ 

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

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

までに材料費を窓口へご持参ください。 

6 日（火） 

00～16：

富洲原地区市民センター

階大会議室 

小学生 4～6 年生

 

県地区女性防災 

クローバーのみなさん

筆記用具・タオル

※動きやすい服装で 

来てください。

◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦◎キュマちゃん救出作戦    

のマスコット、キュマちゃ

をみんなで助けよう！ 

いざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほか

みんなにもできることが、きっとあ

 

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）

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

 

：00 

富洲原地区市民センター  

年生 

 

クローバーのみなさん 

筆記用具・タオル・飲み物 

来てください。 

のマスコット、キュマちゃ

いざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほかいざという時のロープワークほか    

みんなにもできることが、きっとあ

きゅ 

（センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）

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    ：：：：

 

 

 

日 時

      

場 所

    

対 象

定 員

参加費

その他

で参加される場合は、

迎してください。

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

がやってきます。

持ち物

※当日は、午後

の車の乗り入れはできません。

（センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）        ☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

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

夏休みは

市民

時 8 月 9

      19

所 富洲原地区市民センター駐車場

    北部児童館駐車場

象 小学生と保護者

員 60 名

費 無料 

その他 ★夜間開催ですので、子どもだけ

で参加される場合は、

してください。

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

がやってきます。

持ち物 飲み物・タオル・筆記用具

※当日は、午後

の車の乗り入れはできません。

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

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

夏休みは、みんなで

市民センターへ行こう。

9 日（金）

19：30～21

富洲原地区市民センター駐車場

北部児童館駐車場

小学生と保護者 

名 

 

★夜間開催ですので、子どもだけ

で参加される場合は、必ず保護者の方が送

してください。 

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

がやってきます。 

飲み物・タオル・筆記用具

※当日は、午後 5 時 15

の車の乗り入れはできません。

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

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

、みんなで 

センターへ行こう。

日（金） 

21：00 

富洲原地区市民センター駐車場

北部児童館駐車場 

 

★夜間開催ですので、子どもだけ

必ず保護者の方が送

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

飲み物・タオル・筆記用具

15 分以降駐車場へ

の車の乗り入れはできません。 

                

センターへ行こう。 

富洲原地区市民センター駐車場 

★夜間開催ですので、子どもだけ

必ず保護者の方が送

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

飲み物・タオル・筆記用具 

分以降駐車場へ



 

    

    

 
※

７７７７

月月月月

８８８８

月月月月

 

９９９９

月月月月

 

 
※ 下記のセ

７７７７    

月月月月 

9 日(

12 日

14 日

          

27 日

29 日

    

  

８８８８    

月月月月 

1 日

3 日

      

6 日

      

9 日(

      

14 日

        

24 日

    

    

25 日

 

９９９９

月月月月 

1 日(

12 日

15 日

     

21 日

26 日

27 日

28 日

  〃   

 

 
セはセンター事業、

(火) アロマ

日(金)～14 日

  聖武天皇社祭礼｢石取祭り｣

日(日)  消防操法競技大会

          

日(土)  夏まつり

日(月)  夏休み子ども教室

     小さな森をつくろう

日(木)  夏休み子ども教室

科学工作教室

日(土) 夏休み子ども教室

      親子料理教室

日(火) 夏休み子ども教室

      体験型防災教室

(金)  夏休み子ども教室

      星空教室

日(水)・15

住吉神社「石取祭り」

           富田一色「けんか祭り

日(土)・25(

     野外炊事・お泊り会

     （社協

日(日)  四日市花火大会

(日) 人権視察研修

日(木)  中学校体育祭（雨天順延）

日(日)  敬老会（小学校体育館）

      （社協

日(土) 小学校運動会（雨天順延）

日(木)  伊勢湾台風殉難者慰霊献花式

（富田一色海浜緑地公園）

日(金)  小学校創立

日(土) 幼稚園運動会（雨天順延）

     日の本保育園運動会（雨天順延）

  
はセンター事業、社協

アロマスプレー作り

日(日) 

聖武天皇社祭礼｢石取祭り｣

消防操法競技大会

          （市民公園）

夏まつり 2019

夏休み子ども教室

小さな森をつくろう

夏休み子ども教室

科学工作教室

夏休み子ども教室

親子料理教室

夏休み子ども教室

体験型防災教室

夏休み子ども教室

星空教室（セ
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通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、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。

※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・通知カードでは利用で

きません。

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

ください。

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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■一時停止日■一時停止日■一時停止日

７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日

問合せ  市民課

7 月 1 日（月）

おおむね 65

※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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、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。

※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・通知カードでは利用で

きません。 

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

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

ください。 

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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■一時停止日■一時停止日■一時停止日    

７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日

市民課 ☎354

日（月）10:00

65歳以上の市民

※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 ☎354-

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

 

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２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

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・通知カードでは利用で

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

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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。

７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日７月１７日（水）終日    

354-8152

10:00～11:30

歳以上の市民       

※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

-8291 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

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２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

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・通知カードでは利用で

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

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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。

8152，ＦＡＸ

11:30 場 所 

       持ち物 

※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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

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２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

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・通知カードでは利用で

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

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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。

，ＦＡＸ359-0282

 富洲原地区市民センター

 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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

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２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

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・通知カードでは利用で

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

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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

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。 

0282 

富洲原地区市民センター

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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

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２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

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・通知カードでは利用で

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

※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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

富洲原地区市民センター 大会議室

※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 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

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２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 

※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・通知カードでは利用で

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

※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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

大会議室 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

※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・通知カードでは利用で

 

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

※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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民

※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・通知カードでは利用で

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

※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申請書を取得できますので、お問い合わせ

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。

直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

 ※シティ・ミーティングのテ

   

日

常

委員会

所

事

会

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場、手話通訳いたします

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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。

※産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

 につきましては有料となります。

 

 

市内

開催します。

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月定例月議会の議会報告会を、

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。

直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテ

します。

    第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会

日 時 

常 任 

委員会 

所 管 

事 項 

市政の企画、財務、

機管理、

プロモーション

会 場 

下野

朝明町

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場、手話通訳いたします

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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。

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

につきましては有料となります。

問

市内 25 の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

開催します。 

    

   日  時

   場  所

   問 合 せ

富洲原分団の競技は、

月定例月議会の議会報告会を、

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。

直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテ

します。 

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会

7777

18181818

総   

市政の企画、財務、

機管理、消防、シティ

プロモーション

下野地区市民ｾﾝﾀｰ

２階大会議室

朝明町 914

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場、手話通訳いたします

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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。 

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

につきましては有料となります。

問 合 せ

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

 

時  7 月

所  市民公園（市立博物館東）

せ  消防本部消防救急課

富洲原分団の競技は、

月定例月議会の議会報告会を、

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。

直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会        

7777 月月月月 10101010 日（水日（水日（水日（水

18181818：：：：30303030    ～～～～    

   務 

市政の企画、財務、危

消防、シティ

プロモーションなど 

地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 

914-3 

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場、手話通訳いたします。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

につきましては有料となります。

せ 議会事務局

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

月 14 日（日）

市民公園（市立博物館東）

消防本部消防救急課

富洲原分団の競技は、8番目（

月定例月議会の議会報告会を、７月10日、

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。

直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

        第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

日（水日（水日（水日（水））））    

    20202020：：：：45454545    

教育民生

教育、こども、

健康福祉など

橋北交流会館

3 階第 6

東新町 26

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

につきましては有料となります。 

議会事務局 議事

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

日（日）8:30～

市民公園（市立博物館東）

消防本部消防救急課 ☎356

番目（9:30

日、12日に開催します。常任委員会ごとに

ら４会場で開催します（詳細は下記参照）。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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。 

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

    

教育民生 

教育、こども、 

健康福祉など 

橋北交流会館 

6 会議室 

26-32 

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

議事課 ☎３５４－８３４０

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

～12:00 

市民公園（市立博物館東） 

356-2005

9:30頃）の予定です。

日に開催します。常任委員会ごとに

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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

ます。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

産業生活

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院

など 

ﾗﾗｽｸｴｱ四日市

4 階わくわく・

ふれあい広場

安島 1

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 

。（事前予約は不要です） 

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

３５４－８３４０

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

 ※荒天時は中止

2005 

頃）の予定です。 

日に開催します。常任委員会ごとに

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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

事前のお申し込みは不要ですので、参加を

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

７月７月７月７月

18181818：：：：30303030

産業生活 

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院

ﾗﾗｽｸｴｱ四日市 

階わくわく・ 

ふれあい広場 

1-3-31 

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

３５４－８３４０ 

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

※荒天時は中止 

日に開催します。常任委員会ごとに

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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

事前のお申し込みは不要ですので、参加を

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）    

７月７月７月７月 12121212 日（金日（金日（金日（金

30303030    ～～～～    20202020：：：：

都市・環境

商工業、農林水産業、

市民文化、市立病院
道路、住宅、上下水道、

環境衛生、国体など

 川島地区市民ｾﾝﾀｰ

 

 
２階大会議室

 川島新町

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを

日に開催します。常任委員会ごとに18時30

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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

事前のお申し込みは不要ですので、参加を

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

日（金日（金日（金日（金））））    

：：：：45454545    

都市・環境 

道路、住宅、上下水道、

環境衛生、国体など

地区市民ｾﾝﾀｰ

２階大会議室

川島新町 1 

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場

の消防団が、消防技術を競います。車両展示・防災オリエンテーリングなどを 

30分か

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ます。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催し

事前のお申し込みは不要ですので、参加を

ーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせ

 

道路、住宅、上下水道、

環境衛生、国体など 

地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 

 

※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

産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場 



 

 

  

  

 

 

 

 

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの

市民の皆さん

 

場   

日   

献 血 会

そ の
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須

労者表彰を受けられました。

 

います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

会を築こうとするものです。

  この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さん

している人を、地域の中で支援している

で活動しています。

この運動の一環として街頭啓発を行います。

日 時

  場 所

  問合せ

 

 

 

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの

市民の皆さん

 

   所 

   時 

献 血 会 場 

そ の 他 

 合 せ 

 5 月 31 日（金）、四日市北

須賀子ども見守り隊の浦島

労者表彰を受けられました。

 長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

います。 

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

会を築こうとするものです。

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さん

している人を、地域の中で支援している

活動しています。 

この運動の一環として街頭啓発を行います。

時 7 月 1 日（月）

所 近鉄四日市駅周辺

問合せ 健康福祉課

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの

市民の皆さんのご協力をお願いします。

 

－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－

    

   近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近

   7 月 26

10:00

   献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階

ます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バ

への登録も受け付けています。

   街頭啓発は高校生ボランティア・

のご理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は

が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆さん

ます。

   保健予防課

日（金）、四日市北

賀子ども見守り隊の浦島

労者表彰を受けられました。

長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

会を築こうとするものです。 

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さん

している人を、地域の中で支援している

 

この運動の一環として街頭啓発を行います。

日（月）14

近鉄四日市駅周辺

健康福祉課 ☎354

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの

のご協力をお願いします。

 

－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－

近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近

26 日（金）

10:00～11:30、

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階

ます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バ

への登録も受け付けています。

街頭啓発は高校生ボランティア・

理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は

が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆さん

ます。 

保健予防課 管理医療係

日（金）、四日市北地区防犯協会定期総会において、天カ

賀子ども見守り隊の浦島 一（うらしま

労者表彰を受けられました。 

長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さん

している人を、地域の中で支援しているのが保護司です。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区

この運動の一環として街頭啓発を行います。

14：15～

近鉄四日市駅周辺 

354-8109

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの

のご協力をお願いします。 

 

－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－

近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近

日（金） 

、13:00～

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階

ます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バ

への登録も受け付けています。

街頭啓発は高校生ボランティア・

理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は

が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆さん

管理医療係 

地区防犯協会定期総会において、天カ

一（うらしま

長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さんのご協力をお願いします。また、犯罪や非行から更

のが保護司です。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区

この運動の一環として街頭啓発を行います。 

～ 

8109、ＦＡＸ

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

四日市市においても、このキャンペーンの一環として、献血を呼びかける街頭啓発を実施しますので、

 

－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－－第７０回四日市市献血推進の日－    

近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近

～14:30 

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階

ます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バ

への登録も受け付けています。 

街頭啓発は高校生ボランティア・社会人ボランティアの皆さん

理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は

が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆さん

 ☎352-0590

地区防犯協会定期総会において、天カ

一（うらしま はじめ）さんが防犯功

長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

のご協力をお願いします。また、犯罪や非行から更

のが保護司です。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区

、ＦＡＸ359-0288

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

一環として、献血を呼びかける街頭啓発を実施しますので、

 

近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近 

 

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階

ます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バ

社会人ボランティアの皆さん

理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は

が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆さん

0590  

地区防犯協会定期総会において、天カ

はじめ）さんが防犯功

長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござ

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、

のご協力をお願いします。また、犯罪や非行から更

のが保護司です。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区

0288 

三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。

一環として、献血を呼びかける街頭啓発を実施しますので、
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