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子ども

の交通事故の通行

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

り子ども

め、子ども

富洲原地区市民センター

まります

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

力いただきますようお願いいたします。

 工事期間中

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

問合せ

工事予定期間

子どもたちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

の交通事故の通行

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

り子どもたちの屋外での活動も

め、子どもたちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く）

通行目的

発生数

発生率

令和元

富洲原地区市民センター

まります。 

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

力いただきますようお願いいたします。

工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

せ 消防本部総務課

工事予定期間 

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

の交通事故の通行目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

たちの屋外での活動も

たちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く）

通行目的 観光娯楽

発生数 127

発生率 5.7％

令和元年 7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

富洲原地区市民センター

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

力いただきますようお願いいたします。

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

消防本部総務課 

 ８月３日(

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

たちの屋外での活動も活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

たちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く）

観光娯楽 散歩

127  84

％ 3.7

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

富洲原地区市民センター敷地内にある

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

力いただきますようお願いいたします。

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

 ☎356-

(土) ～ 

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

たちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く）

散歩 買物

84 243

3.7％ 11.0

問合せ

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

敷地内にある、消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

力いただきますようお願いいたします。 

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

-2003、 

 令和２年２月末まで

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

たちを道路で遊ばせないように注意しましょう。

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く）

買物 訪問

243 403

11.0％ 18.2

問合せ  道路管理課交通安全係

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

 営繕工務課

令和２年２月末まで

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

たちを道路で遊ばせないように注意しましょう。 

小学生の交通事故の通行目的別内訳（学校関連を除く） 

訪問 遊戯

403 670

18.2％ 30.2

道路管理課交通安全係

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

消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

営繕工務課 ☎354

令和２年２月末まで 

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

 （警察庁H26

遊戯 その他

670 692

30.2％ 31.2

道路管理課交通安全係 

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全

事を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

354-8203 

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

H26～H30

その他 合計

692 2,219

31.2％ 

 ☎354-

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７            

消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、センター利用者の安全を最優先に工

8203 

たちの大好きな夏休みがやってきます。しかし、下の資料のとおり通学等を除く私用で

目的別では、道路での遊戯中の事故が３０％と多くなっています。子どもは背

丈が低くドライバーから見えにくいため、道路での遊戯は非常に危険です。これから夏休みに入

活発になる時期となりますが、悲惨な事故から尊い命を守るた

H30） 

合計 

2,219 

— 

-8154 
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消防分団車庫の改築工事（２階建になります。）が始

センター駐車場内に工事箇所の仮囲いが設けられ、駐車場の一部の利用が制限されます。会

議やサークル等でセンターをご利用の際は、徒歩や自転車のご利用、お車の乗り合わせ等ご協

を最優先に工

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

 

 

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 

        

    （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    

8 月は、後半に

8/ 24（土）

 幼稚園は登園日です。おまつり体験をしますの

で、ぜひ親子で

8/27（火）

 ８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いますの

で、お天気がよければ

着や着替えの準備をお願いします。

持ち物 着替え

お茶

問合せ 富洲原幼稚園

園児と一緒に遊ぼう！

8/7・

※いずれも水曜日

時 間 

持ち物 

問合せ 

 

 

日 時 

場 所 

問合せ 

子育て相談お受けします！

月～金曜日 9:30

 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

        

（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/

月は、後半に 2 回行います。

（土）9:30～

幼稚園は登園日です。おまつり体験をしますの

親子でご参加くだ

（火）10:00～

８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いますの

お天気がよければ

着や着替えの準備をお願いします。

着替え（水着）

お茶等 

富洲原幼稚園

園児と一緒に遊ぼう！

・21・28

※いずれも水曜日

 9:30～12:00

 着替え、

帽子、水分補給のお茶等

 富洲原保育園

 8 月 5 日（月）

 富洲原地区市民センター

 健康づくり課

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

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

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

回行います。 

11:00 

幼稚園は登園日です。おまつり体験をしますの

ご参加ください。

～11:30 

８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いますの

お天気がよければプール遊び

着や着替えの準備をお願いします。

（水着）、タオル、帽子、

富洲原幼稚園  ☎365

園児と一緒に遊ぼう！ 

28 

※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 ☎365

日（月）10:00

富洲原地区市民センター

健康づくり課 ☎354

 

14:30 

着替え、タオル、帽子、 

 

※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 

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

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

 

幼稚園は登園日です。おまつり体験をしますの

さい。 

８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いますの

遊びをします。水

着や着替えの準備をお願いします。 

、タオル、帽子、水分補給の

365-0653 

 

帽子、水分補給のお茶等 

365-0994

10:00～11:30

富洲原地区市民センター 大会議室

354-8291 

※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 

幼稚園は登園日です。おまつり体験をしますの 

８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いますの

をします。水

水分補給の 

0994 

11:30 

大会議室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

ますが

 

 

○○○○

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

 

     

    

日

行

     

対象者

募集人数

参加費

申込締切

申込方法

             

     

     

     

     

      

 

 

 

 

 ○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

ますが、市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

 

 

○○○○チラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認ください

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

 

問合せ問合せ問合せ問合せ

     視察研修に参加して、人権について

    一般の方の参加もお待ちしています。

日 時 9

行 先 「人道の港

     杉原千畝

対象者 富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方

募集人数 

参加費 2,000

申込締切 

申込方法 

             

     ※受付は平日の

     ※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

     ※自己都合による取り消しの場合

     ※視察日当日、大雨・洪水・暴風

      

○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

チラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認ください

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

問合せ問合せ問合せ問合せ    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課

視察研修に参加して、人権について

一般の方の参加もお待ちしています。

9月 1 日（日）

「人道の港 

杉原千畝（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方

 20名ほど

2,000円（昼食代含む）

 8 月 9日（金）

 富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

             

※受付は平日の

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

※自己都合による取り消しの場合

※視察日当日、大雨・洪水・暴風

      ていただきますのでご了承

○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません○市とは関係ありません    

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

チラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認ください

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課    

☎☎☎☎３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４

視察研修に参加して、人権について

一般の方の参加もお待ちしています。

日（日） 7 時

 敦賀ムゼウム」（福井県）

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方

名ほど 先着順 

円（昼食代含む）

日（金） 16

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

             市民

※受付は平日の 10 時～１６時（

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

※自己都合による取り消しの場合

※視察日当日、大雨・洪水・暴風

ていただきますのでご了承

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

チラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認くださいチラシの内容をよくご確認ください    

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

    市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）

３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４

視察研修に参加して、人権について

一般の方の参加もお待ちしています。

時 50 分 市民センター集合

敦賀ムゼウム」（福井県）

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方

 

円（昼食代含む） 

16 時まで 

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

市民センター

時～１６時（

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

※自己都合による取り消しの場合

※視察日当日、大雨・洪水・暴風

ていただきますのでご了承ください。

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。

市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）

３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４    （受付は平日（受付は平日（受付は平日（受付は平日

視察研修に参加して、人権について考えてみませんか！

一般の方の参加もお待ちしています。 

市民センター集合

敦賀ムゼウム」（福井県） 

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方

 

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

センター1 階 ☎

時～１６時（12 時～

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

※自己都合による取り消しの場合は返金できませんので、ご了承ください。

※視察日当日、大雨・洪水・暴風のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ

ください。

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

かかる費用やその内訳を理解して、慎重に契約しましょう。 

市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）

（受付は平日（受付は平日（受付は平日（受付は平日

考えてみませんか！

市民センター集合 

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区に在住・在勤・在学の中学生以上の方 

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

☎365-1174

時～13 時は閉室

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

は返金できませんので、ご了承ください。

のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ

ください。 

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると

高額になることもあります。チラシの内容は注意してご覧ください。 

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、

 

市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）市民・消費生活相談室（市役所１階）    

（受付は平日（受付は平日（受付は平日（受付は平日 9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00

考えてみませんか！ 

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。

1174 

閉室） 

※参加者多数の場合は、先着順とさせていただきます。 

は返金できませんので、ご了承ください。

のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」

というチラシに関する相談が数多く寄せられています。チラシには「三重県第 

○○地区にお住まいの皆様へ」「地域一斉に集中工事を行う」などと書いてあり 

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。

「格安」と記載されていても、一か所あたりの料金が安いだけで、合計すると 

また、必要だと思ってもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取り、 

周りの人にも相談してください。そのうえで、契約書面をしっかりと確認し、 

    

12:0012:0012:0012:00、、、、13:0013:0013:0013:00

（ユダヤ人への命のビザ発給）関連コーナーなどの見学 

富洲原地区団体事務局まで参加費を添えてお申し込みください。 

は返金できませんので、ご了承ください。

のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ

最近、「下水道管（排水管）内の高圧洗浄作業を地域一斉工事により実施する」 

市役所が個人のお宅の排水管の清掃や無料点検を行うことはありません。 

 

13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00

は返金できませんので、ご了承ください。 

のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ

16:0016:0016:0016:00））））    

のいずれかの警報が発令された場合、中止とさせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さん

も当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせ

て、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。

 

ましょう。

 7

下記の方々が、民生委員児童委員協議会連合会会長表彰を受けら

れました。

 

平松
ひらまつ

田代
た し ろ

毛利
も う り

 

 民生委員児童委員として、長年地域の福祉にご尽力いただき、

誠にありがとうございます。

 子どもたちの安全な登校のため、多くの皆さんにご協力いただき、ありがとうございます。

（松原（松原（松原（松原

                                                  

     

 8 月 15

政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さん

も当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせ

て、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。

 この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみ

ましょう。

 

7 月 12 日（金）、四日市市民生委員児童委員大会において、

下記の方々が、民生委員児童委員協議会連合会会長表彰を受けら

れました。 

平松
ひらまつ

 正子
ま さ こ

さん

田代
た し ろ

 正
ただし

 さん（天カ須賀担当）

毛利
も う り

 志保子
し ほ こ

民生委員児童委員として、長年地域の福祉にご尽力いただき、

誠にありがとうございます。

7 月 11

子どもたちの安全な登校のため、多くの皆さんにご協力いただき、ありがとうございます。

（松原（松原（松原（松原））））    

                                                  

15 日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で

政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さん

も当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせ

て、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみ

ましょう。 

 問合せ  

日（金）、四日市市民生委員児童委員大会において、

下記の方々が、民生委員児童委員協議会連合会会長表彰を受けら

さん（天カ須賀担当）

さん（天カ須賀担当）

志保子さん（松原担当）

民生委員児童委員として、長年地域の福祉にご尽力いただき、

誠にありがとうございます。

11 日、松原・富田一色・天カ須賀の各通学路において、一斉街頭指導が行われました。

子どもたちの安全な登校のため、多くの皆さんにご協力いただき、ありがとうございます。

                                                  

日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で

政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。市民・事業者の皆さん

も当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせ

て、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみ

  健康福祉課

日（金）、四日市市民生委員児童委員大会において、

下記の方々が、民生委員児童委員協議会連合会会長表彰を受けら

（天カ須賀担当）、

さん（天カ須賀担当）、

さん（松原担当） 

民生委員児童委員として、長年地域の福祉にご尽力いただき、

誠にありがとうございます。 

日、松原・富田一色・天カ須賀の各通学路において、一斉街頭指導が行われました。

子どもたちの安全な登校のため、多くの皆さんにご協力いただき、ありがとうございます。

（富田一色）（富田一色）（富田一色）（富田一色）
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