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富洲原地区まちづくり推進協議会からの
お知らせとお願いがあります！

支援ボランティア募集!!
日

時

１２月１６日（土）10：00～ ＜申込不要＞

場

所

富洲原地区市民センター

2 階調理室

１１月１３日（月）文化会館にて開催されました「第４９回平成 29 年度

持 ち 物

材料費 600 円、エプロン、三角巾

四日市市社会福祉大会」において、次の方が表彰されました。

問 合 せ

食生活改善推進協議会

伊藤

☎365-6699

四日市市社会福祉協議会会長表彰

・杉山

「歴史部会」「空き家部会」「安心・安全部会」の 4 つの部会があります。
そのうち「地域包括ケア部会」では高齢者に必要な予防サービス及び生活
支援サービスを提供して、地域で自分らしい暮らしが送れるよう、地域全体
で支える仕組みを作りを推進しています。

地域福祉活動（地区社協活動）に貢献されました。
すぎやま

このたび設立された地区まちづくり推進協議会には「地域包括ケア部会」

初めての方大歓迎！！

ただし

毎月第 3 土曜日にあります。

正 さん（松原地区）

ついては、富洲原地区にお住いの方で高齢者を支える支援ボランティアを
募集しています。
（例えば、ゴミだし・買い物・病院の送迎など、簡易な生
活支援）
主旨をご理解いただき、ご協力いただける方は、
富洲原地区市民センター内

地域マネージャーまでご一報下さい。

多数のご協力をお待ちしております。
【問合せ・連絡先】富洲原地区市民センター 伊藤 ☎３６５－１１３６

市民センターの窓口業務・貸館

可燃ごみ収集日が月・木の地区

年末は 12 月 28 日（木）まで
年始は 1 月 4 日（木）から

年末は 12 月 2８日（木）まで
年始は 1 月 ４日（木）から

※市民窓口サービスセンターも同様
です。（近鉄四日市駅高架下）
※戸籍の関係の各種届出

健康づくりボランティアのヘルスリーダーと一緒に、
運動とレクリエーションで楽しく！笑って！介護予防
を目指しましょう！
日

時

12 月 18 日（月）10:00～11:30

平成３０年１月７日（日）

場

所

富洲原地区市民センター

四日市市文化会館で開催します。

破砕ごみ・資源物・ペットボトル
収集日程表どおり

対象となる方は、ぜひご参加ください。

2 階大会議室
対

象

おおむね 65 歳以上の方

（出生・死亡・婚姻など）の受付は、

粗大ごみ戸別有料収集の受付

参加費

無料

休み期間中も市役所地下 1 階宿直室

年末は 12 月 28 日（木）まで
年始は 1 月 4 日（木）から

申

不要（当日、直接会場へ）

持ち物

タオル、飲み物、運動しやすい服装

し 尿

問合せ

四日市市役所

（☎354-8177）で行います。

団体事務局（市民センター1 階）
年末は 12 月 28 日（木）まで
年始は 1 月 ９日（火）から

年末は 12 月 29 日（金）まで
年始は 1 月 4 日（木）から
四日市市クリーンセンター
年末は 12 月 3０日（土）まで
年始は 1 月 4 日（水）から
※12 月 3０日（土）は住民のみ
事業者は 12 月２９日（金）まで

回
覧

込

健康づくり課 ☎354-8291

家屋を取り壊したときはご連絡ください
家屋を取り壊したときは、市役所資産税課 家屋係 まで
ご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願い
いたします。
【問合せ・連絡先】
四日市市役所 資産税課 家屋係
（☎354‐8135、354‐8138）

富洲原地区の成人式対象者数
男性 56 名 女性 52 名 計１0８名
対 象 者

平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方
（１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状
を送付します。）
（市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方
は、下記までご連絡ください。）
開催時間
開場：１２：００
開演：１３：００・・・式典は１時間程度を予定
そ の 他 ・入場受付は行いません。
・酒類等の飲食物の持ち込みはできません。
（入場をお断りする場合があります。）
・第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。
・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
問合せ先 四日市市役所 こども未来部 こども未来課
青少年育成室 ☎３５４－８２４７
※広報『よっかいち』の１２月下旬号でも詳しくお知らせ
しますのでご覧ください。
※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いただけます。
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
① 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
11 月 19 日（日）富洲原地区 社会福祉協議会 保健体育部 主催の「ふれ
あいグラウンドゴルフ大会」が富洲原小学校にて、90 名の参加で開催され
ました。
富洲原３地区の皆さん一緒に楽しく優勝めざして頑張ってプレイされま
した。得点集計時間を利用して、ステキ健康サポーターによる体操も取り入
れ、いい汗をかいていただきました。
前日の雨でグランドには水溜りがありましたが、部員の方々の必死の整備
により無事にプレイすることができました。
関係者の皆様、ありがとうございます。お疲れ様でした。

いただいていない場合には、市民課までご連絡ください。
11 月 25 日（土）奈良 水平社博物館にて、
全国水平社について学びました。
小春日和の中、博物館では水平社運動の歴史を
学び、館外フィールドワークでは、ガイドリーダ

優勝

向かい、活動した先人に思いを馳せました。
主催：富洲原地区 人権教育推進協議会
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笹岡 英夫さん
渡部 治 さん

かみや

かつこ

おがわ

じゅんこ

はまぐち

てるよ

優勝

神谷 勝子さん

2位

小川 順子さん

3位

優勝

などに変更があると、申請は受け付けされません。

★マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について
◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます
交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効期限が平成２９年１０月４日
になっている場合でも、平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、そのまま使用すること
ができます。

◆送付用封筒の材料をダウンロードできます

浜口 照代さん

下記のサイトから、封筒作成の材料をダウンロードいただけます。

小学生の部
いとう

※マイナンバーカードを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード

大人の部（女性）

佐藤 正則さん

ら受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課までお問い合わせください。

ー辻本節子さんの説明を聞きながら、差別に立ち

おめでとうございます！
大人の部（男性）

② マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわらず、市役所か

【マイナンバーカード総合サイト】
としき

https://www.kojinbango-card.go.jp/

伊藤 寿樹さん
たむら

ま

み

こ

2位

田村 真実子さん

3位

伊藤 千夏さん

いとう

※トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の
「封筒材料のダウンロードはこちら」をクリックしてください。

ちなつ

【問合せ先】四日市市役所

大雪時の注意事項についてご確認ください！
本年１月に四日市市でも降雪による被害がありました。
これからの時期の大雪に備えるため、次のことに注意しましょう。
なお、大雪時は、不要不急の外出を控えましょう。
（詳しくは、広報よっかいち１１月下旬号、市のホームページをご覧
ください。
）

＜事前に備えておくべきこと＞

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に
安心して消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。
保険金が使える？～住宅修理契約トラブルにご注意！～
【相談事例】
業者が突然、自宅にやってきて、「台風で壊れた

④不動産が適正に管理されず，荒地や空き家等が増え，環境が悪化する。

に必要な工事なのか慎重に検討し、工事を実施する場合には、必ず複
数の業者から見積もりをとり、家族や周りの人にも相談しましょう。
保険を使用する際には、工事契約前に自分で損害保険会社等に連絡
し、保険金の支払いの対象になるのか、申請はどうするのかなどを確
認しましょう。また、訪問販売による契約は、クーリングオフができ
る場合があります。悪質な業者は、消費者に考える時間を与えずに話
を進めようとするので注意が必要です。不安なときや、疑問を感じた
場合はすぐに市民・消費生活相談室にご相談ください。

＜降雪・積雪時＞
●「不要不急の外出を控える」
「早めに帰宅する」などの的確な判断を行う
●積雪量が多くならないうちに、小まめに除雪を行い自宅の出入口を確保する
【問合せ先】四日市市役所

危機管理室（☎059-354-8119／FAX 059-350-3022）

①更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。
③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。

●持病の薬を切らさないように注意する

を巻きつけるなどの凍結防止対策を行う

不動産を相続した後，長期間相続登記をせず，放置しておくと…

作ってくれるというが、信用できるのか。
大きな自然災害の後には、このような相談が多く寄せられます。本当

●スコップなどの除雪用具を常備する ●水道管（特に地上配管部分）や蛇口にタオル

相続登記をお忘れではありませんか？

②相続登記の手続費用が高額になる。

●積雪で外出できないことに備えて、水、食料、燃料（灯油）などを備蓄する

冬場使用しないビニールハウスを外す

法務局からのお知らせです

れた。無料で調査し、保険金の申請のための書類も
【アドバイス】

●家屋（カーポート、農業用ビニールハウス）などを耐雪化する

☎３５４－８１５２ Fax３５９－０２８２

屋根を保険金をつかって修理しないか」と勧誘さ

●気象庁などの最新の情報を収集する

●停電に備えて、使い捨てカイロ、予備電池、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備する

市民課

■契約トラブルに関するご相談は、相談専用電話 ☎354-8264
受付日時 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00 、13:00～16:00
■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室（☎354-8147 Fax354-8452）

といった様々な問題が発生する可能性があります。
大切な不動産を次世代に引き継ぐため，相続登記の手続を進めましょう。
また、相続手続を簡素化することを目的として、
「法定相続情報証明制度」
を開始しました。この制度は、戸籍などの書類を基に、法務局が法定相続
人が誰であるのかを確認し、戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で発行
するものです。相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払
戻し等、様々な相続手続で御利用いただけます。
「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は、法務
局ホームページをご覧ください。
◇「未来につなぐ相続登記」～次世代を担う子どもたちのために～
【問合せ先】

津地方法務局四日市支局

☎３５３－２２３７

