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8 月は後半に２回行います。
お天気がよければプールあそびもしますよ。

日 時
8 月 14 日（火
日（火）
）
叩き出し 住吉神社
１６：３０～
町練り
１７：００～２２：３０
8 月 15 日（水
日（水）
）
本 練 り 山車集合 住吉町出発
１８：２５～
神社到着
２０：３０から順次
２０：３０から順次
終了予定
２２：３０頃
２２：３０

8 月１９日（日）
日（日）19
19：15～20
20：30 ※小雨決行
【荒天時は
荒天時は９月２日（日）に延期】
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
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。
問合せ 四日市花火大会実行委員会
四日市花火大会実行委員会事務局
事務局 354
354-8405
8405 ＦＡＸ
ＦＡＸ355-8311
8311

幼稚園は登園日です。おまつり体験をします
ので一緒に参加してみて下さい。
２８日（火）
２８日（火）10:00～
～11:30
８月最後の火曜日です。まだ暑いと思いま
すが、水あそびなど親子で楽しみましょう。
※着がえや水分
※着がえや水分補給のお茶などご用意くだ
補給のお茶などご用意くだ
さい。
富洲原幼稚園

メニュー
・≪主菜≫
≪主菜≫あじの南蛮
あじの南蛮
・≪副菜≫かぼちゃそぼろ茶巾
≪副菜≫かぼちゃそぼろ茶巾
・≪主食≫コーンライス
・≪デザート≫ミルクゼリーマンゴーソース

8 月１４日（火
月１４日（火）
）
町 練 り ８：３０～１６：００
８：３０～１６：００頃まで
頃まで
南 部・・・弁天
部・・・弁天町
北 部・・・北
部・・・北町
中 部・・・新
部・・・新町
盆 踊 り １９：３０～２１：３０

２５日（土）
２５日（土）9:30～11:00

減災アドバイザーは、市の防災大学
減災アドバイザー
の防災大学修了者など
修了者など
修了者などで防災の知識を持ち、
で防災の知識を持ち、
地区防災活動の
防災活動の推進を図るため、地区防災組織を支援し補佐
推進を図るため、地区防災組織を支援し補佐していただいています。
推進を図るため、地区防災組織を支援し補佐していただいています。
の防災知識の普及活動を行うなど、地区の防災組織の
防災訓練の企画や助言・指導、住民
防災訓練の企画や助言・指導、住民へ
への防災知識の普及活動を行うなど、地区の防災組織の
ます。
取り組み
取り組みを支援し、
、防災・減災活動へのアドバイス
防災・減災活動へのアドバイス
防災・減災活動へのアドバイスを行っていただいてい
を行っていただいてい
を行っていただいています。
問合せ
危機管理室 ☎３５４－８１１９ ＦＡＸ３５０－３０２２

☎365
365-0653

園児と一緒に遊ぼう！
８/１・８
１・８・２２・２９
２２・２９
※いずれも水曜日
時 間

9
12：00
9：30〜12

持ち物

着がえ・タオル
帽子・お茶

富洲原保育園 ☎365-0994
☎
0994

子育て相談（要 電話予約）

8 月１５日（水
月１５日（水）
）
本 練 り 北 町・・・１３：００～
弁天町・・・１４：００～
町・・・１４：００～
新 町・・・１５：００～
各町宮参り
１８：４５～

月～金曜日 9：30
30〜14：30
30
活習慣病の予防・早期発見を目的に、特定健康診査を実施しています。
生活習慣病の予防・早期発見を目的に、特定健康診査を実施しています。
ご自身の健康を守るため、ぜひ受診
ご自身の健康を守るため、ぜひ受診して
してください。
ください。
対 象
４０歳～７４歳の国民健康保険に加入している人
４０歳～７４歳の国民健康保険に加入している人
期 間
７月１日～１１月３０日まで
（昭和 18 年 9 月 1 日～11
11 月 30 日生まれの方は、7
日生まれの方は、 月 1 日から誕生日の前日まで）

持ち物
その他
回 覧

問合せ

受診券
（黄色）
、
国民健康保険証、
自己負担金
（受診券に記載 500 円または 1,000
円）
、質問票（事前に記入）
、前年度の特定健診結果 ある場合)
、前年度の特定健診結果(ある場合
受診券は６月下旬より順次発送しています。
込みください。
同封の医療機関一覧をご覧のうえ、医療機関に直接お申
同封の医療機関一覧をご覧のうえ、医療機関に直接お申し込みください。
※詳しくは、市のホームページをご確認ください。
保険年金課 ☎３５４－８１５８

日の本保育園子育て支援センター
☎365
0840
365-0840

◎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
いない場合は、市民課へご連絡ください。
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とは、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から、住民票などの証明書が取得できるサービスのことです。
されているキオスク端末から、住民票などの証明書が取得できるサービスのことです。
本市では、平成３１年２月ごろから開始を予定しています。
≪コンビニ交付サービスの利点≫
●お昼休みや夜間、休日でも、証明書が急に必要となったときに、最寄りのコンビニエンススト
アですぐに取得できます。
ですぐに取得できます。
●全国のコンビニエンスストアで、毎日、６：３０～２３：００まで利用できます。
（ただし、１２月２９日～１月３日は利用できません）
●申請書の記入が不要です。
※コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードが必要です。通知カード（紙製）
、
住民基本台帳カードではご利用できません。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひ、申請をお願いします。
問合せ
市民課
☎３５４－８１５２

６月２９日、四日市北区防犯協会定期総会において、松原地区子ど

も見守り隊の島津典夫さんが防犯功労者表彰を受けられました。
も見守り隊の島津典夫さん
防犯功労者表彰を受けられました。
長年、安全安心
長年、安全安心なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござい
なまちづくりにご尽力いただき、ありがとうござい
ます。

７月１１日、
月１１日、松原・富田一色・
松原・富田一色・天カ須賀
天カ須賀の各
の各通学
路において、
において、一斉街頭指導が
一斉街頭指導が
一斉街頭指導が行われました。
行われました。
子どもたちの安全な登校のため、多くの皆さんに
ご協力いただき、ありがとうございます。

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
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。
について考えてみましょう。
問合せ
健康福祉課
☎３５４－８１０９

買い物などに訪れた子どもや大人が気軽に本に親しめる場所、それが
「四日市まちじゅうこども図書館」です。平成２８年 3 月に、市内の全
郵便局や飲食店、医院などを登録し、現在は９８館がオープンしています。
参加店マップは地区市民センター等で配布していますので、お近くの四日
市まちじゅうこども図書館へ、ぜひ一度お越しください。
また、現在、追加の登録店舗を募集しています。ご興味のある方は、ぜ
ひご検討ください。
（
（申込用紙・参加店マップは、市のホームページにも
申込用紙・参加店マップは、市のホームページにも
掲載しています。
問合せ

社会教育課

☎３５４－８２３８

▲参加店
参加店の目印の
の旗

に、
『私のものさし「私の人権 あなたの人
地域の
地域の人権意識向上を目的
人権意識向上を目的
人権意識向上を目的に、
（松原では６月１３日、
天カ須賀では６
権」
』をテーマに
』をテーマに地区人権懇談会
地区人権懇談会
地区人権懇談会（松原では６月１３日、
（松原では６月１３日、天カ須賀では６
を開催しました。
月１４日、富田一色では６月１５日）
月１４日、富田一色では６月１５日）を
開催しました。
人権センターから講師を迎え、資料に基づき問題提起を行い、グルー
人権センターから講師を迎え、資料に基づき問題提起を行い、 グルー
プ別での話し合いを実施し ました。
プ別での話し合いを実施しました。
初の試みとなるワークショップ形式を採用し、
有意義な意見
今回は、
は、初の試みとなるワークショップ形式を採用し、
初の試みとなるワークショップ形式を採用し、有意義な意見
交換の場となりました
場となりました。
場となりました

