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３月１２日（日）
、富双緑地公園で北部ブロック駅伝
大会が開催され、富洲原地区から２チームが出場しました。昨
年度は惜しくも準優勝でしたが、今年は見事優勝を果たしまし
た。また、Ｂチームも４位と大健闘し来年に向けて大いに期待
が持てると思います。今年も青少年を守る会の協力で、ぜんざ
いとポップコーンを提供し大変喜ばれました。
選手・スタッフをはじめ関係者の皆様、大変お疲れ様でした。
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富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/
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【区間賞】渡邉
耀さん、端野 光将さん、田村 愛英さん、
中村 卓哉さん、秦
駿介さん（区間新記録）

平成２８年１０月５日号のお知らせに掲載しました富洲原地区大運動会ですが、正式名称を「と
みすはら大運動会」に決定し、組織委員会並びに役割ごとの実行委員会を立ち上げ３地区合同の大
運動会開催に向けて、話し合いを継続しております。開催日は平成２９年１０月９日（月・祝日）
に決定いたしました。今後も、進捗状況を随時お知らせいたします。

生後 91 日以上の飼い犬は、
登録と毎年 1 回の狂犬病予防注射を行うことが義務づけられています。
日

時

4 月 19 日（水）13：00～13：40（雨天決行）

会

場

富洲原地区市民センター駐車場

持 ち 物

＜登録のある犬＞

お知らせのはがき（3 月下旬発送予定）と注射費用

＜新たに登録する犬＞ 登録費用と注射費用
＜市外で登録があり、転入登録する犬＞ 前住地交付の犬鑑札と注射費用
費

用

＜集合注射＞ 1 頭につき 3,200 円 ＜登

録＞ 1 頭につき 3,000 円

入学や入社、転勤など、引っ越しの多い年
度末は、不用になった家財道具などの粗大ご
みも多くなります。
このような粗大ごみの処分は、「粗大ごみ
戸別有料収集」をご利用ください。詳しくは、
ごみ収集日程表の裏面、またはごみガイドブ
ックをご覧ください。
また、四日市市クリーンセンターに直接持
ち込んでいただくこともできます。ご家庭の
ごみは、１回の搬入につき３５０㎏までは無
料で、受け入れは、月曜日から土曜日の午前
８時３０分から午後４時３０分までです。
（正午から午後１時までを除く）
時間帯により混雑することもありますの
で、時間に余裕をもってお越しください。

※おつりのいらないように、ご協力をお願いします。
注意事項

ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、制御できる人
が連れてお越しください。

問 合 せ

四日市市保健所 衛生指導課 ☎352-0591

回 覧

問合せ

四日市市役所 生活環境課
☎354-8192

今年も富洲原幼稚園のあそび会に是非お出かけ
下さい。待っています。４月は入園、進級の月です。
新入園のお子さんはまだまだ不安な時期ですね。そ
こで、あそび会は少しお休みをいただきます。最終
週の４月２５日（火）から始めますので、みなさん
遊びに来て下さいね。お待ちしています。好きなお
もちゃで遊びましょう。
４/２５（火） 10：00～11：30
持ち物：タオル、帽子、お茶、着替え等

富洲原幼稚園

☎365-0653

園児と一緒に遊ぼう！
４/５・１２・１９・２６ ※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（
子育て相談（要 電話予約）
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
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

「富 洲 原 ぷ ら っ と」 を よ ろ し く
富洲原地区の魅力を磨き、課題解決を考える場として
フェイスブック「富洲原ぷらっと」を設けています。
気の向いた時にぷらっとお立ち寄りください。
フェイスブックに登録の方は「いいね」もよろしく。
https://www.facebook.com/TomisuharaPlat/
問合せ 富洲原地区市民センター ☎３６５－１１３６

★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
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、まだお受け取りいただいていない
場合には、市民課までご連絡ください。
②マイナンバーカードを申請されてから数ヶ月以上経過しているにもかかわらず、市役所から受
け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課もしくは下記のマイナンバーカードコールセ
ンターまでお問い合わせください。
※マイナンバーカードを申請するにあたり「個人番号カード交付申請書」の氏名・住所等に変更
があると、申請は受付されません。
★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて
マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて
紛失した場合には、直ちに警察まで届け出をしてください。あわせて、下記のマイナンバー
カードコールセンターに連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。
★マイナンバーカードコールセンター
0120950178（無料）
0120
-95
-0178
（無料）
0120601785（
0120
-601
-785
（FAX）
）
★マイナンバーカードを再発行される場合の手続きについて
紛失、有効期限切れ等でマイナンバーカードの再交付申請をされる場合は、市役所市民課、
各地区市民センター（中部を除く）
、市民窓口サービスセンター窓口にてお申し出ください。申
請の際には、次のものをご持参ください。
・

縦 4.5cm×横
4.5cm×横 3.5cm の顔写真 （正面、無帽、無背景のもの）

★マイナンバーカードのメリットについて
★マイナンバーカードのメリットについて
①マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができます。
②e-Tax などの電子申請ができます。
③平成 29 年 7 月（予定）から、マイナポータルが開設され、行政機関の間での自分の個人
情報のやりとりが、自宅のパソコンから確認できます。
問合せ

四日市市役所 市民課 ☎354-8152、FAX 359-0282

４月１日
オープン

四日市市こども子育て交流プラザ

毎日開館
年末年始は除く

「こども子育て交流プラザ」は、橋北交流会館 4 階にオープンする、児童館機能、子育て支援
機能、グループ・団体の活動支援機能を持った施設です。
子どもと子育てに興味がある人ならどなたでも、いつでも（※）
、ご利用いただけます。みんな
で遊び、学び、交流しましょう。
※土・日曜日、祝日も開館。年末年始は除く
■オープニングイベント
４/１
( 土)

こども縁日（13:00～16:00）
絵本の読み聞かせ（13:00～16:00）
こども縁日
絵本の読み聞かせ
なりきりカッパ工作（13:00～16:00）
※１日の午前中は記念式典のため、
なりきりカッパ工作
一般利用はできません。

４/２
( 日)

こども縁日（10:00～13:00）
こども縁日
絵本の読み聞かせ（10:00～10:30、13:00～13:30、15:00～15:30）
絵本の読み聞かせ

館内スタンプラリー（10:00～16:00）
館内スタンプラリー
かんたんクッキング（10:00～16:00）
かんたんクッキング
手形でかんたん！アート作品づくり（10:00～16:00）
手形でかんたん！アート作品づくり
カードゲーム大会（11:00～12:00、13:30～14:30）
カードゲーム大会
キッズダンスステージ（13:00～13:30）
キッズダンスステージ
親子バレトン教室（14:00～14:45）
親子バレトン教室
スポーツ鬼ごっこ（14:00～15:45）
スポーツ鬼ごっこ
親子バランスボール教室（15:00～15:45）
親子バランスボール教室
庄司智春さん パパトーーク！（11:00～12:00、先着
200 人）
パパトーーク！
2013 年に「理想のパパ芸人」第 1 位に選ばれたお笑いコンビ「品川庄司」の
庄司智春さんが、四日市市長、市内の父親グループ「パパスマイル四日市」と笑
いを交えながら“パパトーク”を繰り広げます。お子さんも一緒に楽しめます。
（9:30 から整理券を配布）

【アクセス】 所在地：東新町 26-32
○近鉄川原町駅から 徒歩 19 分
○JR 四日市駅から 徒歩 22 分
○三重交通東新町バス停から 徒歩 4 分
※バスは、近鉄四日市駅前（東バスの
りば⑪番）および JR 四日市駅前（バ
スのりば②番）から乗車できます。

問合せ先
3 月 31 日まで 四日市市役所 こども未来課
☎354-8069
FAX354-8061
4 月 1 日から こども子育て交流プラザ
☎330-5020
FAX334-0606

