
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年７月 20 日号 

回回回回    

覧覧覧覧    

       

 

８月の遊び会はありませんが、園庭はいつ

でも開放しています。 

遊びに来て下さいね！ 

７月３０日は、幼稚園の登園日です。 

１０時頃から「おまつり体験」をしますの

でよかったら親子で参加してくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

富洲原幼稚園  �365-0653 

園児と一緒に遊ぼう！ 

８/２・９・１６・2３・３０ 

※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 

 

あそぼう会あそぼう会あそぼう会あそぼう会    

子育て相談子育て相談子育て相談子育て相談((((要要要要    電話予約電話予約電話予約電話予約))))    

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 

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        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７    

富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）    ����３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４    

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

8888 月月月月 14141414 日（月日（月日（月日（月））））    

叩き出し 住吉神社 

１６：３０～    

町 練 り  １７：００～２２：３０ 

 

8888 月月月月 15151515 日（火日（火日（火日（火））））    

本 練 り 山車集合 住吉町出発 

      １８：２５～ 

神社到着  

２０：３０から順次 

終了予定  

２２：３０頃 

 

 

 

 

日 時 8 月 2７日（日）19：15～20：30 

※小雨決行【荒天時は９月３日（日）に延期】 

場 所 四日市港富双緑地 

車両進入禁止、交通規制などにご協力ください。 

詳細は、8 月に全戸配布される「四日市花火大会 

プログラム」をご覧ください。 

 

 

「四日市花火大会」で、花火とともに 

メッセージを届けてみませんか？ 

◇内容：名前を含めて２５文字以内のメッセージを実   

 況中継で紹介しながら花火を打ち上げます。 

◇料金：３万円（特典：４人分のテーブル席、花火大  

 会オリジナルフォト進呈） 

◇申込み：７月３１日（月）まで【先着順】 

※詳しくは四日市花火大会ホームページ 

（http://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）をご 

 覧いただくか、四日市観光協会（近鉄四日市駅高架下

四日市物産観光ホール内）までお問合せください。 

問合せ 四日市花火大会実行委員会事務局  

�354-8405 ＦＡＸ355-8311 

 

 

 

 

平成２６年４月からの消費税率の引き

上げに伴い、平成２８年度分市民税（均

等割）が課税されない人を対象に、「臨時

福祉給付金（経済対策分）」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２９年８月３１日

（木）です。期限までに受付がお済みに

なりませんと、支給対象であっても臨時

福祉給付金（経済対策分）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、下記までご連絡をお願

いします。 

 

問合せ  

四日市市役所 臨時福祉給付金室  

☎３５４－８０９２ 

ＦＡＸ３５４－８０９３  

    

富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）    ����３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４    

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

 

 

６月下旬に、保険年金課よりお送りした特定健康診査受診券及び三重県後期高齢者医療広域連合よ

りお送りした後期高齢者健康診査受診券に同封されている受診医療機関一覧につきまして、下記のと

おり訂正させていただきます。 

＜国民健康保険特定健康診査＞＜国民健康保険特定健康診査＞＜国民健康保険特定健康診査＞＜国民健康保険特定健康診査＞        

ページ 地区 医療機関名 訂正内容 誤 正 

２ページ 日永 ささがわ通り心・身クリニック 

休診日（午後） 月・水・土 月・木・土 

休診日（全日） 日・祝 水・日・祝 

事前予約 不要 必要 

＜後期高齢者健康診査＞＜後期高齢者健康診査＞＜後期高齢者健康診査＞＜後期高齢者健康診査＞    医療機関の追加    

地区 医療機関名 所在地 電話番号 

日永 ささがわ通り心・身クリニック 四日市市日永西３－５－３７ ３４８－７０７０ 

問合せ先 四日市市役所 保険年金課（☎354-8158 FAX359-0288） 

 

8888 月１４日（月月１４日（月月１４日（月月１４日（月））））    

町 練 り ８：３０～１６：００頃まで 

南  部・・・布袋町  

北  部・・・港町 

中  部・・・寺町 

盆 踊 り １９：３０～２１：３０ 

 

8888 月１５日（火月１５日（火月１５日（火月１５日（火））））    

本 練 り 寺 町・・・１３：００～ 

港 町・・・１４：００～ 

布袋町・・・１５：００～ 

各町宮参り       １８：４５～     

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

 

 

対象者 市内在住の小学６年生以下のお子様及び保護者 

場 所 四日市市総合会館 8 階 第 2・3 会議室  

日 時 8 月 18 日(金) 10：00～11：30  ８月２２日(火) 10：00～11：30 

8 月 18 日(金) 13：30～15：00    ８月２２日(火)  13：30～15：00 

定 員 各回 40 名 ※応募多数の場合は先着順 

内 容 とみまつ隊による交通安全教室、他 ※内容が変更となる場合があります 

参加費 無料 

申込み ８月８日（火）までに、参加希望日時、氏名（保護者様、お子様）、学校名、 

学年、電話番号を FAX３５４－８３０２もしくは、 

メール（E-mail：dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp）にお願いします。 

問合せ 四日市市役所 道路管理課 交通安全係 ☎３５４－８１５４ 

 

  

キラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろう    

見た目もさわやか、ひんやりスイ
ーツ。簡単でおいしい“クラッシュ
ゼリー”を作って、暑い夏を吹き飛
ばそう！！ 

ハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろう    

みなさんも一度は見たことのある“虹”に
ついての話と実験、そして、メガネを作って
“光”の不思議体験。みんなを「知らなかっ
た世界」へご案内します。 

夏休みこどもさんかくカレッジ２０１７ 

男女共同参画について学ぶ、ちょこっとさんかく教室もあるよ！ 

申込みは、８月４日（金）【必着】までに、往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住所、

名前、学年、電話番号、保護者名をご記入のうえ、〒〒〒〒510510510510－－－－0090090090093333 本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」

まで。応募者多数の場合は抽選になります。ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」まで

お問い合わせください。☎３５４－８３３１ 

日時：８月１７日日時：８月１７日日時：８月１７日日時：８月１７日((((木木木木))))９９９９::::３０～１２３０～１２３０～１２３０～１２::::３０３０３０３０    
場所：本町プラザ３階  はもりあ調理室 
対象：市内在住の小学生 
定員：10 人   
料金：子ども 1 人につき 100 円(当日ご持参

ください) 
講師：吉武奈穂子さん  
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、上履き 
その他：材料に果物、牛乳を使用します(アレ

ルギー対応はしていません)  

 

日時：８月１８日日時：８月１８日日時：８月１８日日時：８月１８日((((金金金金))))１０１０１０１０::::００～１２００～１２００～１２００～１２::::００００００００    
場所：本町プラザ１階  ホール 
対象：市内在住の小学生 
定員：30 人   
料金：子ども 1 人につき 100 円(当日ご持参

ください) 
講師：科学サークル大黒屋 伊藤 仁

じん

さん  
持ち物：はさみ  

 

 

 

 

この秋から“キレイに！カッコよく！”変身してみませんか？ 

      運動のプロ、食事のプロがみなさんの健康づくりをお手伝いします！ 

 対 象 市内に在住する２０歳以上の人 

     （心臓病・不整脈、運動制限のある人は要相談。主治医が運動不可と判断された場合は、

参加できません） 

 日 時 ８月２５日～１０月２０日の毎週金曜日１３：３０～１５：３０ 

     ただし９月１５日及び２２日は１０：００～１３：００ 

 場 所 あさけプラザ（四日市市下之宮町２９６－１） 

 内 容 筋力トレーニング・調理実習など、全８回シリーズの教室 

 定 員 ５０人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知） 

 参加料 １,６００円（調理実習費等） 

 申込み ８月９日（水）までに、現在治療中の病気や服薬中の薬の有無をご確認の上、健康づくり

課窓口に直接お越しいただくか、お電話でお申込みください。 

 問合せ 四日市市役所 健康づくり課 ☎３５４－８２９１ 

日 時 ８月１２日（土） １９：００～２１：００ 

場 所 伊坂ダムサイクルパーク管理事務所付近 

内 容 三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」の流れ星を観察します。 

参加料 無料 

その他 当日自由参加、天候不順時は中止。きらら号は出動しません、 

 レジャーシート等をご持参ください。 

問合せ 四日市市立博物館 ☎３５５－２７０３ ＦＡＸ３５５－２７０４ 

     

 

 【主なイベント日時・内容】 

８月５日（土） 
13:30～14:30 

 

プラザプラザプラザプラザ dededede ドッチボール大会ドッチボール大会ドッチボール大会ドッチボール大会    

プラザに来てくれた、たくさんの

人たちとドッチボールをしよう！ 

事前申込：不要 

対象：幼児・小学生 

（未就学児は保護者

同伴） 

定員：なし 

８月１３日（日） 

① 10:00～12:00 

② 13:00～15:30 

 

夏休み工作企画夏休み工作企画夏休み工作企画夏休み工作企画「とうろうをつく「とうろうをつく「とうろうをつく「とうろうをつく

ろう」ろう」ろう」ろう」 

幻想的に光る「とうろう」を自分

たちで作ろう！ 

事前申込：不要 

対象：幼児・小学生 

（未就学児は保護者

同伴） 

定員：なし 

８月１４日（月） 

① 1１:00～12:00 

② 13:00～15:30 

 

みんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろう    

みんなの折り紙や切り紙の工作、

イラストでプラザを飾ろう！ 

今回は夏のおばけとお月見ウサギ

を作るよ！ 

事前申込：不要 

対象：幼児・小学生 

（未就学児は保護者

同伴） 

定員：なし 

 場 所 四日市市東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 

 参加料 無料 

 問合せ 四日市市こども子育て交流プラザ ☎３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６ 

  



１１１１....応募受付期間応募受付期間応募受付期間応募受付期間    平成２９年７月１４日（金）～８月２５日（金）平成２９年７月１４日（金）～８月２５日（金）平成２９年７月１４日（金）～８月２５日（金）平成２９年７月１４日（金）～８月２５日（金）    

２２２２....応募資格応募資格応募資格応募資格 富洲原地区内外を問わず、どなたでもご応募可能です。 

３３３３....写真の募集テーマ写真の募集テーマ写真の募集テーマ写真の募集テーマ    

松原の石取祭り、富田一色のけんか祭り、 

天カ須賀の石取祭りの今年度に撮影した写真 

４４４４....表彰表彰表彰表彰    賞状・副賞賞状・副賞賞状・副賞賞状・副賞（3000 円相当）×3 名様 

５．応募方法５．応募方法５．応募方法５．応募方法（応募は Instagram（インスタグラム）からお願いいたします。） 

①公式アカウント tomisuta2017 をフォローしてください。 

②ハッシュタグ #tomisuta2017 をつけて写真を投稿してください。 

③これでエントリー完了！ 

一人で何枚でも投稿できます。一人で何枚でも投稿できます。一人で何枚でも投稿できます。一人で何枚でも投稿できます。    

６．審査方法６．審査方法６．審査方法６．審査方法 事務局内で厳正に審査させていただきます。 

７．結果発表７．結果発表７．結果発表７．結果発表 平成２９年９月中旬に富洲原地区公式ホームページ内で 

発表。  http://tomisuhara.net/ 

８．応募上のご注意８．応募上のご注意８．応募上のご注意８．応募上のご注意    

① #tomisuta2017 のついたフォトは、富洲原地区のホームページ、facebook、広報誌など

て投稿者様へのご連絡無しにご紹介させていただくことがあります。予めご了承ください。 

②締め切り後、当選者には Instagram の DM（ダイレクトメッセージ）でお知らせし、賞品の

送り先をお伺いします。 

③送信後 3 日以上連絡が取れない場合は無効となりますのでご了承ください。また、非公開ア

カウント・公式アカウント非フォローの方の投稿も、応募対象外となります。 

④政治・宗教・営利活動に該当するもの及び、公序良俗等に反する作品は受付できません。 

９．主催９．主催９．主催９．主催    富洲原の三大祭りインスタグラムフォトコンテスト実行委員会 

【e-mail】 tomisuta2017@gmail.com 

 

7 月 2 日 地域みらい大学＠富洲原を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

富洲原地区の課題をみんなの力で見える化して、解決の策を考え実践してみる「地域みらい大学＠

富洲原」を開催しました。 

最初に、急激な人口減少、地域産業の衰退、相次ぐ自然災害．．．．など地域が抱える複雑で難解な

課題をデザインの力で解決する取組み「地域みらい大学」を日本各地で展開している issue+design

代表の筧さんから、これからの人口や子どもの数、生涯未婚率についてクイズ形式での問いかけから

始まり、思いもよらない人口減少について参加者一同から驚きの声が、そこで、どう対応するか、日

本各地での取り組み、幸福度とは何かという考え方など、いろいろな切り口から講演いただきました。 

その後、同じく issue+design の小菅さんの指導の下、4 つのグループに分かれて地域の課題を可

視化するミニワークショップを体験、老若男女問わず、ポストイットに意を託してどんどん出してい

きました。 

 ここでは、最年少のこどもさんが大活躍。 

グループでポストイットを整理しながら、他のグループを覗いてみると、また違った意見が、そうし

たことを繰り返してグループの考えを共有していきました。 

最後は、小菅さんの機転で「眼鏡をかけた人」がグループを代表して発表して終了しました。 

ご参加いただいたみなさま、大変お疲れ様でした！ 

次回は次回は次回は次回は 10101010 月月月月 22222222 日日日日((((日日日日)13:00)13:00)13:00)13:00 から富洲原のお宝、魅力的な人財、知財を探しますから富洲原のお宝、魅力的な人財、知財を探しますから富洲原のお宝、魅力的な人財、知財を探しますから富洲原のお宝、魅力的な人財、知財を探します！！！！    

今回、ご参加いただいた皆さんはもちろんのこと、新しい皆さんの参加も大歓迎新しい皆さんの参加も大歓迎新しい皆さんの参加も大歓迎新しい皆さんの参加も大歓迎です。 

「この人、面白いんだよなー」 

「やっぱり富洲原のこれ、いいなー」 

など、人や場所、モノコトなどなど。 

「地域の宝は何か」「地域の宝は何か」「地域の宝は何か」「地域の宝は何か」    

の視点で色々情報収集してご参加ください！ 

 

  

 

 

 ６月３０日（金）富洲原地区食生活改善推進協議会会員の皆様を講師にお迎えし、「男の料理教室」

を開催しました。 

 日々、自炊されている方、料理はほとんど初めての方、いろんな方が和気あいあいと調理を楽しみま

した。初対面の方とも調理中や食事中も会話が弾み、最後は全員で記念撮影もしました。 

 今回は、カルシウムアップ料理を教えていただいたので、健康増進、家族サービスなど是非ご自宅で

も再現してみてください 

                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
富洲原三大祭りインスタグラムフォトコンテスト開催中 
 

 

 

 【メニュー】 

サーモン味噌チーズホイル焼き 

小松菜とジャコのサラダ 

長いもと干しシイタケのスープ 

ミルクティゼリー 



    

 

 

    

    

    

 平成 29 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員

が調査に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるもので

す。市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお

願いします。 

また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税

台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

 

問合せ 四日市市役所 資産税課家屋係  

☎３５４－８１３５、ＦＡＸ３５４－８３０９ 

 

 

 

 

８月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  四日市市役所 健康福祉課 ☎３５４－８１０９ ＦＡＸ３５９－０２８８ 

 

 

 

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、市役所から受け取りの案内

文書が届いていない場合は、市民課・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当たり、「個人番号カード交付申請書」の名前・住所などに変更があると、※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・住所などに変更があると、※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・住所などに変更があると、※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・住所などに変更があると、

申請は受け付けされません。申請は受け付けされません。申請は受け付けされません。申請は受け付けされません。 

 

 

 

① マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。 

②マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な時に、これ１枚で済む唯一のカードとして活用できます。 

③平成２９年度後半開始予定のマイナポータルマイナポータルマイナポータルマイナポータルへのログインや、e-Tax などの申請に利用できます。    

④四日市市においても、平成３１年初めごろに、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの取得ができ 

る見通しです。 

 

 

 

本人通知制度とは、事前登録者の住民票・戸籍の証明などを第三者に交付した場合に、交付があったこと

を登録者本人にお知らせする制度です。 

①証明書の交付年月日②交付した証明書の種別と部数③交付請求者の種別（代理人、第三者等）といった

内容が通知されます。 

※ただし、交付請求者の氏名・住所等は通知されません。 

 

本人通知制度は、①四日市市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人 

②四日市市の戸籍に記載されている人（①、②ともに除かれた人を含む）が登録できます。登録を申請さ

れる場合は、本人確認書類（運転免許証等）をご持参の上、市役所 1 階市民課までお越しください。登録期

間は登録日から 3 年です。 

※代理人が申請される場合の必要な書類については、市民課までお問い合わせください。 

 

問合せ 四日市市役所 市民課 ☎３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 

 

 

「コンビニで電子マネーを買ってきて」 
は詐欺の手口！！ 

 

また新たな詐欺の被害が発生しています。若い世代の皆さんにも被害が広がっ 

てきました。『電子マネー』（プリペイドカード）という言葉を聞かれたことはあ 

りますか？ 

コンビニなどで売っていますが、支払いのためにこのカードを買わせて、そこ 

に記載されている番号（ＩＤ番号）を教えるように言われます。この番号を伝え 

ると相手はすぐにその番号を使って現金と同じように使われてしまうというもの 

です。『電子マネーで…』と言われたら詐欺を疑ってください。 

メールや電話などで「有料サイトの利用履歴がありますが、料金が未納です。 

支払いのため電子マネー（プリペイドカード）を買って、カードの裏の番号を教 

えて。」と言ってきたら、これは詐欺です。特殊詐欺の架空請求詐欺の手口です。 

被害にあわないように注意してください。メールであれば、 

拒否設定するなど対応してください。 


