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11/11(月)「社会福祉協議会会長感謝」授与

ふれあい料理教室に参加しませんか!?

おめでとうございます！
お ぎ す まさあき

四日市市社会福祉大会において、荻子正明さん
が「会長感謝」を授与されました。荻子さんには、
地区社協活動を通して、長年、地域のボランティ

日

時

１月１８日（土）10：00～

場

所

富洲原地区市民センター 2 階 調理室

持ち物

材料費 600 円、エプロン、三角巾

問合せ

食生活改善推進協議会
伊藤 ☎365-6699

ア活動等にご尽力いただいており、誠にありがと
うございます。

富洲原地区市民センター
富洲原地区団体事務局
職員一同

❤ 「洋菓子作り」講習会 ❤
おいしい❣『レーズンバターサンド』を作りませんか？
男性の方もホワイトデーのお返しに、ぜひどうぞ‼

日

時

２月１９日（水）１３：３０～１６：００

場

所

富洲原地区市民センター

講

師

セボン丸三（東洋町）さん

材料費

１,０００円（当日徴収）

定

員

１2 名

対

象

富洲原地区にお住まいの方

持ち物

２階 調理室

※定員になり次第締め切ります

他にも
おいしい
スイーツを
作ります。
お楽しみに！

エプロン、マスク、三角巾（バンダナなどでも可）、ふきん、
台ふきん、タッパー（持ち帰りの材料があります）、紙袋

申込み

１月 21 日（火）から受付開始します。
※センター窓口または電話でお申し込みください。
（ただし、お申し込みはご本人分のみ）

問合せ

回
覧

富洲原地区市民センター

☎３６５-１１３６

初めての方大歓迎！！毎月第 3 土曜日にあります。

架空請求ハガキにご注意ください
最近、
「裁判所や国の関連機関を連想させる差出人から身に覚えのない
ハガキが届いた。このまま放置すると強制的に差し押さえになるなどと
書いてある。どうしたらいいか。
」といった相談が多く寄せられています。
これはいわゆる架空請求ハガキで、不特定多数に送られています。連
絡をすると個人情報を相手に知られるばかりではなく、高額な支払いを
要求されることもあります。ハガキに書かれている「あなたが訴えられ
ている」
「強制的に財産が差し押さえられる」といった内容はうその内容
です。そのため、ハガキが届いても無視をし、相手に連絡しないようにしてく
ださい。
なお、実際に裁判所から郵便物が届く
消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ
場合は、「特別送達」という方法がとら
この度ご通知いたしましたのは、貴方の利用されて
れます。そのため、郵便物はハガキでは いた契約会社、もしくは運営会社から契約不履行に
よる民事訴訟として訴状の提出をされました事を
なく封書で届き、書留のように本人が直 御通知致します。
管理番号（■）■■■ 裁判取り下げ最終期日を経
て訴訟を開始させて頂きます。
接受け取ることになっています。
このような形で届いた場合は無視せず、 尚、このままご連絡なき場合には、原告側の主張が
全面的に受理され裁判官立会いの下、給与の差し押
さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行
必ず内容を確認してください。
させて頂きます。
裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて
承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
尚、書面での通達となりますので、プライバシー保
護の為、必ずご本人様から御連絡頂きますようお願
い申し上げます。

問合せ

＜申し込み不要＞

市役所１階 市民・消費生活相談室
☎３５４－８２６４
受付時間 平日 9：00～12：00
13：00～16：00
※祝日・年末年始を除きます。

※取り下げ最終期日

令和２年■月■日

法務省管轄支局民事訴訟管理センター
東京都千代田区内幸町１丁目■■■
取り下げ等のお問合せ窓口 ０３－■■■■■■■■■
受付時間 ９：００～２０：００（日、祝日は除く）

【ハガキ見本】

富洲原地区市民センターの新刊図書

もいもい（赤ちゃん学絵本）
なんだろう

なんだろう

わたしのわごむはわたさない
ノラネコぐんだんカレーライス

市原

淳

ヨシタケ

シンスケ

ヨシタケ

シンスケ

工藤

Michi

ノリコ

Junaida

Story Seller

伊坂

苦しかったときの話をしようか
47 都道府県の歴史と地理がわかる事典

ライオンのおやつ
大家さんと僕

これから

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

アウシュビッツの歯科医
読書する人だけがたどり着ける場所
日本人の恋びと
スマホを落としただけなのに

幸太郎、ほか
森岡
伊藤

毅
賀一

小川
矢部

糸
太郎

ブレイディ

みかこ

ベンジャミン ジェイコブス

斎藤

孝

イザベル アジェンデ
志駕

晃

一切なりゆき 樹木希林のことば

樹木

希林

屍人荘の殺人

今村

昌弘

図書の貸出期間は２週間。
お一人５冊まで。＜新刊は 1 家族 3 冊まで＞

12/7（土）「防災マップ改正ワークショップ」を開催！
四日市市は現在、「朝明川水系の洪水ハザードマップ」と
「防災カルテ」を策定しており、地域からの意見や情報を聴
き取るワークショップを開催しました。
当日は、自治会や自主防災隊などの各種団体から約 30 人
が参加し、地域の災害履歴や避難の際の危険箇所等を話し合
いました。

シルバー人材センターの皆さん ありがとうございました！
１２月８日（日）に、シルバー人材センターの皆さんにより、富洲原保育園の窓ガラスを中心に清掃
ボランティア活動が行われました。
おかげ様で、園児たちも新しい年を気持ちよく迎えることができます。

伊坂ダム周回道路法面復旧工事について
昨年９月５日未明の豪雨により、伊坂ダムサイクルパーク周回道路法面が崩壊しました。
その復旧工事のため通行止めを実施し、利用者の皆さんには大変ご迷惑をおかけしております。
現時点での工事終了時期についてお知らせします。
工事終了時期は３月２７日です。ただし、工事の進捗に
より変更する場合があります。
復旧工事が完了するまでの間、周回道路の一部区間通行
止めは継続します。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

通行止め期間

３月２７日(金)まで

通行止め箇所

右図の●から●まで

管理事務所

問合せ

観光交流課

☎３５４-８１７６

四日市市立博物館

企画展「みなとの歩み～市庭浦から港へ～」開催中！
博物館では現在、四日市港開港 120 周年 企画展「みなとの歩み～市庭浦から港へ～」を開催
中です。明治 32(1899)年に四日市港が開港場に指定され、海外と直接貿易ができる港になって
から、今年で 120 年を迎えました。
四日市港が国際貿易港になってからの 120 年はもちろん、その礎を築いた開港前の歴史も振り
返ります。
港の重要性に気付いた先人達の努力を知り、私たちのくらしと四日市港との関わりに目を向ける
ことで、四日市市や私たちの未来を考えるきっかけになれば幸いです。
会場内には写真撮影 OK のコーナーもあります！ぜひご来場ください。

12/12（木）「寄せ植え講座」を開催！

開館時間

9：30～17：00
（展覧会の入場は 16：30 まで）

四日市農芸高校から、橋本先生と村嶋先生をはじめ 12 人の生徒をお招きして、お正月用の寄せ植え講
座を開催しました。20 人の参加者たちは、はつらつとした生徒たちの優しく丁寧なサポートのもと楽し
く花苗を選び、配置を考えながら素敵な作品を完成させていました。

休館日

月曜日（祝日の場合は翌平日）

観覧料

一般 400 円、高・大生 300 円、中学生以下無料

会

そらんぽ四日市

場

問 合 せ

4 階 特別展示室

市立博物館・プラネタリウム
〒510-0075 安島一丁目 3 番 16 号
☎ 355-2700（代）
メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

明治の四日市港

市民税・県民税

納期限は

（第４期）

１月３１日(金)です。

