
 

 

 

 

                                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時

常任

委員会

所管

事項

会場

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場

※天候等により中止となる場合がありますので

ご了承願います。

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

※他地区の日程、

問合せ

 

１１月９日、

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

 下記５名の方々

ご尽力いただいており、

今後とも、よろしくお願いします。

１５年表彰１５年表彰１５年表彰１５年表彰

   

 ５年表彰５年表彰５年表彰５年表彰

   

   

   

   

                                

 

 

日時 １２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）

常任 

委員会 
産業生活産業生活産業生活産業生活

所管 

事項 

商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、

シティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなど

会場 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

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

※全会場、手話通訳いたします。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので

ご了承願います。

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

※他地区の日程、

問合せ 議会事務局

 

１１月９日、

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

下記５名の方々

ご尽力いただいており、

今後とも、よろしくお願いします。

１５年表彰１５年表彰１５年表彰１５年表彰    

   藤田藤田藤田藤田    

５年表彰５年表彰５年表彰５年表彰    

   加藤加藤加藤加藤    

   早川早川早川早川    

   生川生川生川生川    

   伊藤伊藤伊藤伊藤    

 

                                

１２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）

産業生活産業生活産業生活産業生活    

商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、

シティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなど

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

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

、手話通訳いたします。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので

ご了承願います。 

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

※他地区の日程、詳細は、下記にお問い合わせください

議会事務局 議事課

１１月９日、四日市市自治会長大会において、富

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

下記５名の方々には、長年、地域の振興に献身的に

ご尽力いただいており、

今後とも、よろしくお願いします。

    

    信男信男信男信男さん（富洲原地区連合自治会）

    

    健司健司健司健司さん（天カ須賀連合自治会）

    保保保保さん 

    武次武次武次武次さん（富田一色寺町自治会）

    敏彦敏彦敏彦敏彦さん（富田一色布袋町自治会）

                                

１２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）１２月２８日（金）18:3018:3018:3018:30

商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、

シティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなどシティプロモーションなど    

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            大会議室大会議室大会議室大会議室

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

、手話通訳いたします。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

詳細は、下記にお問い合わせください

議事課 ☎

四日市市自治会長大会において、富

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

には、長年、地域の振興に献身的に

ご尽力いただいており、誠にありがとうございます。

今後とも、よろしくお願いします。

さん（富洲原地区連合自治会）

さん（天カ須賀連合自治会）

 （天カ須賀北町第二自治会）

さん（富田一色寺町自治会）

さん（富田一色布袋町自治会）

                                

18:3018:3018:3018:30～～～～20:4520:4520:4520:45

商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、

大会議室大会議室大会議室大会議室    

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。

、手話通訳いたします。（事前予約は不要です）

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめ

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

詳細は、下記にお問い合わせください

☎354-8340

四日市市自治会長大会において、富

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

には、長年、地域の振興に献身的に

誠にありがとうございます。

今後とも、よろしくお願いします。 

さん（富洲原地区連合自治会）

さん（天カ須賀連合自治会）

天カ須賀北町第二自治会）

さん（富田一色寺町自治会）

さん（富田一色布袋町自治会）

                                

 

 

 

 

 

 

  

 

20:4520:4520:4520:45    

商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、商工業、農林水産業、市民文化、市立病院、    

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 

、手話通訳いたします。（事前予約は不要です） 

あらかじめ

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わ 

る可能性もありますので、あらかじめご了承願います。 

詳細は、下記にお問い合わせください。 

8340 

四日市市自治会長大会において、富 

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。

には、長年、地域の振興に献身的に

誠にありがとうございます。

さん（富洲原地区連合自治会） 

さん（天カ須賀連合自治会） 

天カ須賀北町第二自治会） 

さん（富田一色寺町自治会） 

さん（富田一色布袋町自治会） 

                                

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始

 来年２月ごろからマイナンバーカー

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス

23:00 まで利用できます。（ただし、

※サービス

マイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカード

 「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

貼らずに、そのまま使用できます。

※以下のサイトから、

【マイナンバーカード総合サイト】

（トピックス

てください。

 

問合せ 

 

 

洲原地区から５名が永年勤続表彰を受けられました。 

には、長年、地域の振興に献身的に

誠にありがとうございます。

 

 永年、更生保護事業にご尽力いただいている

保護司の

れました。

 小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と

天皇陛下への拝謁を済まされています

                                 

平成

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始

年２月ごろからマイナンバーカー

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス

まで利用できます。（ただし、

※サービス利用には、

マイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカード交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性

「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

貼らずに、そのまま使用できます。

以下のサイトから、

【マイナンバーカード総合サイト】

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。） 

 市民課 ☎354

永年、更生保護事業にご尽力いただいている

保護司の小川

ました。 

小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と

天皇陛下への拝謁を済まされています

平成３０年１１

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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始コンビニ交付サービスの開始 

年２月ごろからマイナンバーカー

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス

まで利用できます。（ただし、

、マイナンバーカードが必要となりますので

交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性

「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

貼らずに、そのまま使用できます。

以下のサイトから、マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒作成材料

【マイナンバーカード総合サイト】

「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

354-8152

永年、更生保護事業にご尽力いただいている

小川 啓治さんが、秋の叙勲を受章

 

小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と

天皇陛下への拝謁を済まされています

１１月２０日号

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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

年２月ごろからマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス

まで利用できます。（ただし、12 月

マイナンバーカードが必要となりますので

交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性

「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

貼らずに、そのまま使用できます。 

マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒作成材料

【マイナンバーカード総合サイト】 https://www.koj

「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

8152 ＦＡＸ359

永年、更生保護事業にご尽力いただいている

啓治さんが、秋の叙勲を受章

小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と

天皇陛下への拝謁を済まされています

日号 

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

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス

月 29 日～1

マイナンバーカードが必要となりますので

交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性

「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

マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒作成材料

https://www.koj

「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

359-0282

永年、更生保護事業にご尽力いただいている

啓治さんが、秋の叙勲を受章

小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と

天皇陛下への拝謁を済まされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取り    

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービス開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、

1 月 3 日は利用できません。）

マイナンバーカードが必要となりますので、お持ちでない方

交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性

「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交付申請書の送付用封筒（返

10 月 4 日となっている場合でも、平成

マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒作成材料

https://www.kojinbango-

「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

 

永年、更生保護事業にご尽力いただいている 

啓治さんが、秋の叙勲を受章さ

小川さんは、１１月８日に東京での伝達式と
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通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、

日は利用できません。）

、お持ちでない方

交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性交付申請書の差出有効期限切れの送付用封筒の有効性    

「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交付申請書の送付用封筒（返

日となっている場合でも、平成

マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒作成材料をダウンロードできます。

-card.go.jp/

「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

 四日市市食生活改善推進協議会で

くりの支援活動にご尽力いただいている

照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）

表彰を受けられました。

 長年のボランティア活動、誠にありがとう

ございます。

 今後とも、よろしくお願いします。

  

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、

日は利用できません。） 

、お持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。

「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交付申請書の送付用封筒（返

日となっている場合でも、平成

をダウンロードできます。

card.go.jp/ 

「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

四日市市食生活改善推進協議会で

くりの支援活動にご尽力いただいている

照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）

表彰を受けられました。

長年のボランティア活動、誠にありがとう

ございます。 

今後とも、よろしくお願いします。
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通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末

開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、

はこの機会にぜひ申請をお願いします。

「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交付申請書の送付用封筒（返

日となっている場合でも、平成 31 年 5

をダウンロードできます。

「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

四日市市食生活改善推進協議会で

くりの支援活動にご尽力いただいている

照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）照子さん（住吉町）が、社会福祉協議会会長

表彰を受けられました。 

長年のボランティア活動、誠にありがとう

今後とも、よろしくお願いします。

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

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。

ドを使って、コンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末から、

開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、

はこの機会にぜひ申請をお願いします。

「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交付申請書の送付用封筒（返

5 月 31 日まで切手を

をダウンロードできます。 

「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

四日市市食生活改善推進協議会で、健康づ

くりの支援活動にご尽力いただいている

社会福祉協議会会長

長年のボランティア活動、誠にありがとう

今後とも、よろしくお願いします。

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

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、市民課へご連絡ください。 

から、住民票

開始を予定しています。全国のコンビニで毎日、6:30～

はこの機会にぜひ申請をお願いします。 

「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交付申請書の送付用封筒（返

日まで切手を

「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

、健康づ

くりの支援活動にご尽力いただいている森森森森 

社会福祉協議会会長

長年のボランティア活動、誠にありがとう

今後とも、よろしくお願いします。 

子育て相談お受けします！

月～金曜日

持ち物

        

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

問合せ

        

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    

12/4 

  11 

  18 

  ※いずれも火曜日

時 間 

持ち物 

★毎週絵本の読みきかせをしてい

 子育て相談も行っています！

富洲原幼稚園

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局    （センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）

園児と一緒に遊ぼう！

12/

※いずれも水曜日

時 間 

持ち物 

富洲原保育園

 

日 時 

場 所 

問合せ  

 

 

子育て相談お受けします！

月～金曜日 9:30

持ち物 着替え、タオル、帽子、

        水分補給のお茶等

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

問合せ 日の本保育園子育て支援センター

        

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

 クリスマスの飾りを作りましょう

 おたんじょう会をします。

 クリスマス会をします

※いずれも火曜日

 １０：００～１１：３０

 着替え、タオル、帽子、

毎週絵本の読みきかせをしてい

子育て相談も行っています！

富洲原幼稚園  

（センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）        

園児と一緒に遊ぼう！

/5・12・

※いずれも水曜日

 9：30〜

 着替え、

帽子、水分補給のお茶等

富洲原保育園

 

 12 月 10 日（月）

 富洲原地区市民センター大会議室

 健康づくり課

松原町八風公園

10:00～

富田一色公会堂

13:40～

富洲原地区市民センター

14:20～

子育て相談お受けします！ 

9:30～14:30

着替え、タオル、帽子、

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

        ☎365-0840

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

クリスマスの飾りを作りましょう

おたんじょう会をします。

クリスマス会をします

※いずれも火曜日 

１０：００～１１：３０

着替え、タオル、帽子、

毎週絵本の読みきかせをしてい

子育て相談も行っています！ 

  ☎365

        ☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

園児と一緒に遊ぼう！ 
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※いずれも水曜日 

〜12：00

着替え、タオル、 

帽子、水分補給のお茶等

富洲原保育園 ☎365-

日（月）10:00

富洲原地区市民センター大会議室

健康づくり課 ☎３５４－８２９１

松原町八風公園 

～10:40 

富田一色公会堂 

～14:10 

富洲原地区市民センター

～15:00 

子育て相談お受けします！ 

14:30 

着替え、タオル、帽子、 

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

0840 

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

クリスマスの飾りを作りましょう

おたんじょう会をします。！ 

クリスマス会をします！ 

１０：００～１１：３０ 

着替え、タオル、帽子、水分補給の

毎週絵本の読みきかせをしています。お楽しみに！

365-0653 

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

 

00 

 

帽子、水分補給のお茶等 

365-0994 

10:00～11:30

富洲原地区市民センター大会議室 

☎３５４－８２９１

富洲原地区市民センター 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。 

日の本保育園子育て支援センター 

クリスマスの飾りを作りましょう！ 

 

水分補給のお茶等 

。お楽しみに！ 

 

    

11:30 

 

☎３５４－８２９１ 



 

 

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され

ます。

日 時

         

場 所

講 師

   

申込み

主 催

共 催

    

 

問合せ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

おそれのある危険なブロック塀等

月４日よりスタートしました。

この機会に

は、ぜひ

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

申請締め切り

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富洲原地

した。
 

自治会（

法 

合  

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され

ます。 

時 １１月３０日

                  

所 富洲原中学校体育館

師 中倉 

   （徳島県人権啓発青少年団体連絡協議会

申込み 不要※入場料無料、どなたでも参加できます。

催 富洲原中学校ＰＴＡ

催 富洲原地区まちづくり推進

    富洲原地区人権教育推進協議会

問合せ 富洲原中学校

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

おそれのある危険なブロック塀等

月４日よりスタートしました。

この機会に

は、ぜひとも本補助制度をご活用ください。

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

申請締め切り

ブロック塀等の撤去に要した経費

撤去するブロック塀等の延長に
１ｍあたり１万円を乗じた額

富洲原地区内の自治会や事業所から

した。ありがとうございました。

自治会（26９４

 人（８９

  計             

平成３０

ありがとうございました

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され

１１月３０日（金）

         

富洲原中学校体育館

 茂樹さん 

徳島県人権啓発青少年団体連絡協議会

不要※入場料無料、どなたでも参加できます。

富洲原中学校ＰＴＡ

富洲原地区まちづくり推進

富洲原地区人権教育推進協議会

富洲原中学校 ☎

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

おそれのある危険なブロック塀等

月４日よりスタートしました。

この機会に,所有されているブロック塀

とも本補助制度をご活用ください。

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

申請締め切り 平成３１年２月１５日（金）まで

ブロック塀等の撤去に要した経費
（処分に係る経費を含む）

撤去するブロック塀等の延長に
１ｍあたり１万円を乗じた額

区内の自治会や事業所から

ありがとうございました。

９４世帯）

８９事業所）  

              

３０年度 

ありがとうございました

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され

（金）13:30

         （受付

富洲原中学校体育館 

 森 裕生さん

徳島県人権啓発青少年団体連絡協議会

不要※入場料無料、どなたでも参加できます。

富洲原中学校ＰＴＡ 

富洲原地区まちづくり推進

富洲原地区人権教育推進協議会

☎365-4158

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

おそれのある危険なブロック塀等

月４日よりスタートしました。 

所有されているブロック塀

とも本補助制度をご活用ください。

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

平成３１年２月１５日（金）まで

ブロック塀等の撤去に要した経費
（処分に係る経費を含む）

撤去するブロック塀等の延長に
１ｍあたり１万円を乗じた額

区内の自治会や事業所から

ありがとうございました。 

）1,07７,600

   294,５

 1,372,100

富洲原地区社会福祉協議会

 共同募金

ありがとうございました

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され

0～15:00

（受付 13:00～）

裕生さん 

徳島県人権啓発青少年団体連絡協議会「止揚の会」）

不要※入場料無料、どなたでも参加できます。

富洲原地区まちづくり推進協議会 

富洲原地区人権教育推進協議会 

4158 

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

おそれのある危険なブロック塀等の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を本年

所有されているブロック塀等の状況を確認していただき、ブロック塀等を撤去される際に

とも本補助制度をご活用ください。

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

平成３１年２月１５日（金）まで

ブロック塀等の撤去に要した経費 
（処分に係る経費を含む） 

撤去するブロック塀等の延長に 
１ｍあたり１万円を乗じた額 

区内の自治会や事業所からご協力をいただきま

 

,600 円 

５00 円 

00 円 

富洲原地区社会福祉協議会

共同募金へのご

ありがとうございました！

「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催され 

15:00 

～） 

「止揚の会」） 

不要※入場料無料、どなたでも参加できます。 

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を本年

等の状況を確認していただき、ブロック塀等を撤去される際に

とも本補助制度をご活用ください。 

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

平成３１年２月１５日（金）まで 

左記のうち

少ない金額

ご協力をいただきま

富洲原地区社会福祉協議会

へのご協力 

！ 

 

 

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を本年

等の状況を確認していただき、ブロック塀等を撤去される際に

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。

 問合せ 建築指導課

 

 

が変わる可能性があるため

課までご連絡ください。

 

ご連絡をお願い

 

問合せ

 

左記のうち 

少ない金額 
× 

１

２

ご協力をいただきま

富洲原地区社会福祉協議会 

四日市羽津医療センターの石井

「地域ケアシステムとは何を目指すものか？」を

テーマに講演いただきました。

羽津地区での具体的事例を基に

洲原地区で楽しく

ついて、みなさんと共に考える機会となりまし

た。 

１０月２４日（水）「

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、倒壊の

の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を本年

等の状況を確認していただき、ブロック塀等を撤去される際に

補助の条件など詳しくは、下記までお問い合わせくださいますようお願いします。
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