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「自助」
・自らの地域は皆で守る
「共助」
・警察、消防等の公的機関が支援する「公助」

来賓あいさつ
防災隊長あいさつ

消防分団
放水訓練

水消火器訓練

天カ須賀地区
天カ須賀地区

自らの命を守るために、防災へ
の意識を高め、防災・減災に
役立つ訓練を目指しています。

プール

10：
10：50～
50～

10：
10：00～
00～

地区
災害対策本部

11：
11：00～
00～

松原門付近の

防災標語・
ポスター展示

防災講演会

市
災害対策本部

体育館
体育館

松原地区（国道１
国道１号より東
より東）、
松原地区（
富田一色地区の
富田一色地区の方は、小学校
屋上へ避難します
避難します。
屋上へ
します。

高 台 避 難

松原地区の避難場所については
避難場所については、
各自治会でご確認
（※）松原地区の
については、各自治会でご
でご確認ください
確認ください。
ください。

松原地区で

防災井戸
見学コーナー

アルファ米試食コーナー・
アルファ米試食
米試食コーナー・
および 配給訓練

避 難 訓 練

天カ須賀地区・富田一色地区
天カ須賀地区・富田一色地区・・・自主防技術部隊
地区・富田一色地区・・・自主防技術部隊

自治会単位でお渡しします

講 堂

防潮扉閉鎖訓練

配給訓練は

防災資機材
組立体験
コーナー

ＮＴＴ
災害伝言ダイヤル
体験コーナー

ＡＥＤ体験
コーナー

新聞紙スリッパ
作成コーナー

回 覧

せいふ

10 月 11 日（日）の「第 46 回

四日市市民

スポーツフェスタ」で、 スポーツ振興のために尽
力されたとして、表彰されました。

四日市市スポーツ推進委員５年表彰
小林 雄樹さん（天カ須賀）

玉入れ B の部
優勝

富洲原 B

整膚とは、指と体全体を使い皮膚をまんべんなく引っ張る
ことで、皮膚にある“経路”と感覚受容器に刺激を与えて、
疾病の予防並びに治療を目的とした手技療法です。
自分で簡単にできる整膚のやり方を学んで、

富洲原

グラウンド・ゴルフ
３位

角田 重富さん（松原）

マイナンバーが通知されることに関連して、「口座
番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」など
という不審な電話やメールなどに十分注意してく
ださい。
市役所等の公的機関が、電話でマイナンバーの通
知や利用、個人番号カードの交付などの手続きに関

日 時

11 月 18 日（水）13：30～15：30

を想定して備えましょう。

場 所

富洲原地区市民センター

日 時

11 月 26 日（木） 10：00～11：00

講 師

整膚美容師

木村 好江さん

場 所

富洲原地区市民センター

定 員

30 名（先着順、定員になり次第締切り）

講 師

保健所 衛生指導課職員

参加費

無料

定 員

２０名

持ち物

水分補給用のお茶・水、タオル

参加費

無料

申込み

10 月 26 日（月）から、

2 階大会議室

（汗をかく場合もあるため）
申込み

市民センター窓口、または電話でお申込みください。

締切り

11 月 18 日（水）

締切り

11 月 11 日（水）

その他

避難準備道具の展示あります。

問合せ

富洲原地区市民センター

問合せ

富洲原地区市民センター

365-1136

実施日について、年度当初に周知できないところがあり、
ご迷惑をおかけいたしましたが、下記のとおり実施いたし
ますので、ご協力よろしくお願いいたします。
日 時 11 月 15 日（日）8：30～
※雨天順延の場合は、11 月 22 日（日）
お願い 恐れ入りますが、回収の都合上、８時までに各ご
自宅前又は指定の場所に資源回収物をお出しいた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
問合せ 富洲原中学校 365-4158

相談時間

月～金 9：00～12：00 と
13：00～16：00

または、最寄りの警察
（四日市北警察署366-0110）
などにご相談ください。
問合せ

市民・消費生活相談室（四日市市役所１階）
354-8147

催します！
地区や団体等の役員さん、これからの地域づくりに関心の
ある方はふるってご参加ください。特に、女性や若い方の参
加も大歓迎です！身近な人とのより良い関係づくりにもきっ

11/4・11・18・25
※いずれも水曜日
時 間 9:30〜12:00
持ち物 着がえ・タオル・帽子・お茶
富洲原保育園
365-0994

あそぼう会
子育て相談（要 電話予約）
月～金曜日 9:30〜14:30
日の本保育園子育て支援センター
365-0840

松原町八風公園
10：10～10：40
富田一色公会堂
富田一色公会堂
13：40～14：10
富洲原地区市民センター
富洲原地区市民センタ ー
14：20～15：00

と役立ちます。富洲原地区をみんなの力でさらに良い地域に
していきましょう！
富洲原地区地域づくりマイスター養成講座 全２回

＜第１回＞
平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、
平成２７年度分市民税（均等割）が課税されない人を対象
に、「平成２７年度臨時福祉給付金」を支給しています。
ただし、課税されている人に扶養されている場合、生活
保護の受給者である場合などは対象外です。
受付期限は、平成２８年１月２９日(金)です。期限までに
受付がお済みになりませんと、支給対象者であっても臨時
福祉給付金が支給されませんのでご注意ください。
支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、
臨時福祉給付金室までご連絡ください。
問合せ 四日市市役所 臨時福祉給付金室
354-8092 FAX354-8093

365-1136

これからの地域づくりに参考となる講座を下記のとおり開

内 容

に切り、来訪の申し出があっても断るようにしてく

相談専用電話：354-8264

２階大会議室

市民センター窓口、または電話でお申込みください。

10 月 26 日（月）から、

マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐ

市民・消費生活相談室

ペットのための対策も必要です。災害時、ペットはどうなる
のか、飼い主としてどう対応すればいいのか、あらゆる場面

して、口座番号などを聞くことはありません。

ださい。少しでも不安に思ったら、お気軽に、

をどうするか考えていますか？人の備えはもちろんのこと、

健康でキレイになりましょう。

ロゲイニング シニアの部
準優勝

災害が発生し、避難しなければならなくなった時、ペット

11/ 4（水）マラカスをつくろう！
10（火）絵本に親しもう！
17（火）秋の製作をしよう！
24（火）お誕生会をしよう！
時 間 10：00～11：30
持ち物 着がえ・タオル・お茶・帽子
富洲原幼稚園 365-0653

11 月 9 日（月）19：00～21：00

「地域社会と住民自治」
講師 四日市大学副学長 岩崎 恭典氏
＜第２回＞

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高
架下）は点検作業のため、臨時休業いたします。

11 月 16 日（月）19：00～21：00

「コミュニケーション演習
～米国ロングビーチ市の地域リーダーシップ
プログラムの手法を参考に～」
講師 四日市市自治会連合会
会長 小川
場 所

富洲原地区市民センター

定 員

３０名程度（当日受付）

問合せ

四日市市役所

泰雪氏ほか
２階

市民協働安全課

大会議室
354-8179

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
問合せ 四日市市役所 市民課
354-8152
市民窓口サービスセンター
359-6521

問合せ

四日市市役所

市民課

354-8152

マイナンバーをお知らせする通知カードが、世帯

●住民基本台帳カードをお持ちの場合、カードに記載

別に簡易書留で送付されます。来年 1 月以降の各種

された有効期限まではご利用いただけますが、個人番

申請にマイナンバーが必要となりますので、通知カ

号カードを取得される際には、住民基本台帳カードを

ードはなくさないよう大切に保管してくだ
さい。
さい

回収します。

伊藤さん

●平成 28 年 1 月以降は、個人番号カードで確定申

◆通知カードのお受取りができなかった場合
留守等で通知カードを受け取れなかった場合は、

告をすることができます。ただし、個人番号カード
がお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるた

不在通知をご確認の上、郵便局の再配達をご利用く

め、平成 27 年分の申告に間に合わない恐れがありま

ださい。郵便局でお受取りされなかった通知カード

す。電子申告を予定している人や、身分証明書として

は、一定期間市役所で保管されます。

ご利用の人は、更新（有料）をお勧めします。

◆カード内容変更の手続きについて

◆個人番号カードの交付方法

田村さん

10 月 15 日（木）富洲原小学校４年生が社会科の

10 月 15 日(木)、伊藤さん、田村さんを講師に
「防災頭巾講座～紙おむつで命を守ろう～」があり

授業で富洲原消防分団の仕事について勉強しました。
最初に、消防団の仕事内容を説明していただき、富洲

ました。材料はバスタオル・紙おむつ・風呂敷。バ

原地区市民センター敷地内にある消防分団の車庫を見

スタオルを折り、粗い縫い目で縫い付け、ポケット

学しました。見学後は、小学校の校庭で分団消防車から

ができました。その中に紙おむつを入れ、頭巾の形

の放水訓練を体験しました。分団の皆さんには貴重な学

通知カードが届いた人で、住所の変更や、氏名が

年内に個人番号カードを申請された場合、平成 28

変わった場合は、カードの記載内容を変更しますの

年 1 月以降順次「交付通知書」と交付案内の文書を

にし、風呂敷をあごひもにして防災頭巾の完成！

習の機会を提供していただき、改めて、地域の方々に見

で、お手続きの際に通知カード（変更される人全員

同封して、本人宛(転送不要)にお送りします（四日市

参加者の皆さんは「簡単にできて、家族の分も作っ

守られて子どもたちが学んでいることを実感しました。

分）を窓口でご提出ください（委任状が必要な場合

市の場合）。交付案内に記載された期間内に、本人が

て万が一の時

があります）。

次のものをお持ちいただいて市役所へ個人番号カー

に備えたい」

ドを受け取りに来てください。初回の交付手数料は無

と、とても好評

料です。

でした。

◆個人番号カードについて
個人番号カードとは、表面に氏名・住所・生年月
日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが記載され
た IC チップカードです。
本人確認のための身分
証明書として利用でき

①交付通知書②本人確認書類（運転免許証等）

ます。

知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付
申請書」に必要事項を記入の上、顔写真を貼付し、

り、消防団の活動を通じた絆は大変強いものがあります。

※受け取りの際に、窓口で暗証番号を設定していただ

これから何か始めたいと考えている方、地域に貢献したい

きます。

方、入団をお待ちしています。
この訓練は、全国瞬時警報システム（J アラート）を

◆マイナンバー制度のお問い合わせ

用いて、本市が市内に設置している防災行政無線（固定

国が、コールセンターを開設しています（有料）。 系）などから訓練用の放送を行うものです。
実施日時

０５７０－２０－０１７８

個人番号カードの交付を希望される場合には、通

集まった仲間です。特に最近では女性の参加も増えてお

※③、④は窓口で回収となります

【日本語窓口】

◆個人番号カードの申請について

る方であれば、入団できます。消防団員の年齢層は幅広く、
また自営業・会社員など仕事をしている方など様々な人の

③通知カード④住民基本台帳カード（ある人のみ）

るほか、インターネッ
ト等で電子申告が行え

年齢 18 歳以上で、市内に居住、勤務または在学してい

11 月 25 日(水)

情報伝達手段

【外国語対応（英語・中国語・韓国語・

０５７０—２０—０２９１

消防団員は、それぞれ普段に仕事を持ちながら火災など
の災害出動や災害に備えた訓練、地域の防災訓練での指導
を行っています。
【年間の主な行事】

＜訓練で行う放送内容＞

（全国共通ナビダイヤル）
スペイン語・ポルトガル語)】

11：00 から数分程度

【消防団の主な活動】

放送内容

①防災行政無線

上りチャイム音

（固定系）

＋「これはテストです」×３

3月

春の火災予防運動

7月

消防団操法大会

9月

市民総ぐるみ防災訓練

（全国共通ナビダイヤル）

市内 117 か所に

＋「こちらは、四日市市です」

11 月

秋の火災予防運動

返信用封筒に入れて郵送してください。申請はスマ

※受付時間は、平日 9：30～17：30

設置

＋下りチャイム音

12 月

年末特別警戒

ートフォンやパソコンからでも可能です。

（土日祝・年末年始を除く）です。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。

■住民基本台帳カードをお持ちの場合
●住民基本台帳カードの発行は平成 27 年 12 月 28

②FM よっかいちの

問合せ

番組に割り込んで
放送します。

日で終了します。電子証明書の更新は平成 27 年 12

住民の皆さまに参加していただく訓練ではあり
ません。
ません。

月 22 日までです。

問合せ

四日市市役所

危機管理室 354-8119

救命講習や
自治会等への
訓練指導等も
行っています。

1 月 消防出初式

四日市市消防本部

356－2005

