
 

 

 

 

                                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4～６月に狂犬病予防注射を受けさせる

日

会

持

     

費

注意事項

問

                                

 

 

 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
 

 

 第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

コースの１０区間、

富洲原Ｂチーム

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

 

【区間賞】

4 区 山口山口山口山口

 6 区 端野端野端野端野

 9 区 渡部渡部渡部渡部

 

 生後 91 日以上の犬の飼い主

～６月に狂犬病予防注射を受けさせる

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

 

日  時 4

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＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞

     ＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞

＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞

費  用 ＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞

＜登＜登＜登＜登

※お釣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

てお越しください。

問 合 せ 保健所

 

                                

 

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

１０区間、

富洲原Ｂチームは第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

【区間賞】（富洲原Ａチーム）

山口山口山口山口    愛生愛生愛生愛生

端野端野端野端野    光将光将光将光将

渡部渡部渡部渡部    顕顕顕顕さんさんさんさん

日以上の犬の飼い主

～６月に狂犬病予防注射を受けさせる

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

4 月 18 日（木）

富洲原地区市民センター駐車場

＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞

＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞

＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞

＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞

＜登＜登＜登＜登        録＞録＞録＞録＞

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。

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

てお越しください。

保健所 衛生指導課

                                

  

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

１０区間、15.2 ㎞で行われ、富洲原Ａチーム

は第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

（富洲原Ａチーム）

愛生愛生愛生愛生さんさんさんさん        5

光将光将光将光将さんさんさんさん  7

さんさんさんさん   10

日以上の犬の飼い主は、

～６月に狂犬病予防注射を受けさせる

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

日（木）13

富洲原地区市民センター駐車場

＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞＜登録のある犬＞            

＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞

＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞

＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞＜集合注射＞ 1 頭につき

録＞録＞録＞録＞    1 頭につき

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。

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

てお越しください。 

衛生指導課 

                                

 

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

㎞で行われ、富洲原Ａチーム

は第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

（富洲原Ａチーム） 

5 区    田端田端田端田端

7 区 森島森島森島森島

10 区 田中田中田中田中

は、犬の生涯に１回の

～６月に狂犬病予防注射を受けさせることが

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

13：00～13

富洲原地区市民センター駐車場

            お知らせのはがき（

＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜新たに登録する犬＞＜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＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞

頭につき 3,200

頭につき 3,000

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。

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

 

 ☎352-

                                

 

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

㎞で行われ、富洲原Ａチーム

は第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

田端田端田端田端    風華風華風華風華さんさんさんさん

    徹徹徹徹さんさんさんさん 

田中田中田中田中    励弥励弥励弥励弥さんさんさんさん

犬の生涯に１回の

ことが法律で義務付け

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

13：40（雨天の場合も実施

富洲原地区市民センター駐車場 

お知らせのはがき（

登録費用と注射費用

＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞＜市外で登録があり、転入登録する犬＞    

3,200 円（注射料金

3,000 円 

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。

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

-0591 

                                

  

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

㎞で行われ、富洲原Ａチームが優勝、

は第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。

さんさんさんさん 

さんさんさんさん 

犬の生涯に１回の登録と、

法律で義務付け

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

（雨天の場合も実施

お知らせのはがき（3 月下旬発送予定）と注射費用

登録費用と注射費用    

    前住地で交付された

円（注射料金 2,650

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。

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

                                 

  

平成

第３４回北部ブロック駅伝大会が３月１０日（日）、富双緑地公園内

が優勝、 

は第６位入賞と、最高の走りで皆の声援に応えてくれ

ました。雨の中、凍えながらのコンディションでしたが、富洲原チー

ムから６人もの区間賞が出るなど、会場は大いに盛り上がりました。 

、毎年 1 回、「

法律で義務付けられています。

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

（雨天の場合も実施） 

月下旬発送予定）と注射費用

前住地で交付された

2,650 円＋注射済票交付手数料

※お釣りのいらないようにご協力をお願いします。 

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

 

平成 31 年 3 月

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

 

回、「狂犬病予防注射

られています。 

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。

 

月下旬発送予定）と注射費用

前住地で交付された犬鑑札と注射費用

円＋注射済票交付手数料

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

 

 

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

狂犬病予防注射月間」の

必ず「動物病院」または「集合注射会場」で狂犬病予防注射を受けてください。 

月下旬発送予定）と注射費用    

犬鑑札と注射費用

円＋注射済票交付手数料

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

 

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

月間」の 

犬鑑札と注射費用 

円＋注射済票交付手数料 550 円）

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

円） 

連れ

 

 

 

 

 乾電池はお住まいの地域の集積場に、

    

 

 

日

                    

場

対

持ち物

    

     

問合せ

 

 

 日の本保育園

 富洲原保育園

 日の本第二保育園

 富洲原中学校

 富洲原小学校

 富洲原幼稚園

 暁幼稚園

 

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

日 時 4

                    

場 所 富洲原地区市民センター

対 象 おおむね

持ち物 タオル、飲み物

     ※運動しやすい服装でお越しください。

      申し込み・参加費不要

問合せ 健康づくり課

日の本保育園    

富洲原保育園    

日の本第二保育園

富洲原中学校    

富洲原小学校    

富洲原幼稚園    

暁幼稚園      

 

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

資源物資源物資源物資源物の日にお出しください。

月 1 日（月）

                     

富洲原地区市民センター

おおむね 65

タオル、飲み物

※運動しやすい服装でお越しください。

申し込み・参加費不要

健康づくり課

    4 月

    4 月

日の本第二保育園  4 月

    4 月

    4 月

    4 月

      4 月

  

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７    

乾電池はお住まいの地域の集積場に、

資源物資源物資源物資源物の日にお出しください。

日（月） 

 10:00～

富洲原地区市民センター

65歳以上の市民

タオル、飲み物 

※運動しやすい服装でお越しください。

申し込み・参加費不要

健康づくり課 ☎354-

月  1 日（月）

月  2 日（火）

月  2 日（火）

月  ８日（月

月  8 日（月

月  9 日（火）

月 10 日（水

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

乾電池はお住まいの地域の集積場に、 

の日にお出しください。

※透明または半

透明の袋に入れ

て「乾電池」と記

入してお出しく

ださい。 

～11:30 

富洲原地区市民センター 大会議室

歳以上の市民 

※運動しやすい服装でお越しください。

申し込み・参加費不要 

-8291 

日（月） 

日（火） 

日（火） 

８日（月） 

日（月） 

日（火） 

日（水） 

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

の日にお出しください。 

※透明または半

透明の袋に入れ

て「乾電池」と記

入してお出しく

 

大会議室 

※運動しやすい服装でお越しください。 

 

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    

4/16 

  23  

 ・いよいよ幼稚園は新学期、あそびかいで

   楽しくすごしましょう！

  ※いずれも火曜日

時 間 

持ち物 

★子育てについての相談も行っています

お声掛けください

問合せ 

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！

4/1

※いずれも水曜日

時 間 

持ち物 

問合せ 

 

松原町八風公園

富田一色公会堂

富洲原地区市民センター

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/

 親子で好きな遊びをし

23  親子で好きな遊びをし

いよいよ幼稚園は新学期、あそびかいで

楽しくすごしましょう！

※いずれも火曜日

 10:00～

 着替え、タオル、帽子、

お茶等 

子育てについての相談も行っています

お声掛けください

 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！

10・17・２

※いずれも水曜日

 9:30～12:00

 着替え、

帽子、水分補給のお茶等

 富洲原保育園

 

 

松原町八風公園

10:１

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/

親子で好きな遊びをし

好きな遊びをし

いよいよ幼稚園は新学期、あそびかいで

楽しくすごしましょう！ 

※いずれも火曜日 

～11:30 

着替え、タオル、帽子、

子育てについての相談も行っています

お声掛けください。 

富洲原幼稚園  

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

園児と一緒に遊ぼう！ 

・２4 

※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

松原町八風公園 

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

14:20～15:00

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/    

親子で好きな遊びをしましょう！

好きな遊びをしましょう！

いよいよ幼稚園は新学期、あそびかいで

 

 

着替え、タオル、帽子、水分補給の

子育てについての相談も行っています。お気軽に

  ☎365-0653

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

 

 

帽子、水分補給のお茶等 

365-0994

10:40 

14:10 

富洲原地区市民センター 

15:00 

※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 

ましょう！ 

ましょう！ 

いよいよ幼稚園は新学期、あそびかいで 

水分補給の 

。お気軽に

0653 

    

0994 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。

 

 マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

意ください。

◎サービスを利用できる場所

 全国のセブン

◎取得できる証明書

 ①住民票の写し

 ④戸籍謄本・抄本

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

※15

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。

 サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

 

 

 マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市

口サービスセンターのいずれかで

問合せ

 

 

 

 

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

 

                         

【第第第第 1111 弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！

≪催しもの

≪催しもの

          

【第【第【第【第 2222 弾】弾】弾】弾】

 [対象]小学生以上（小学生は保護者同伴）

 [持ち物

 

                                                    

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。 

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

意ください。

サービスを利用できる場所

全国のセブン

取得できる証明書

①住民票の写し

④戸籍謄本・抄本

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

15 歳未満の方はご利用できません。

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市

口サービスセンターのいずれかで

問合せ 市民課

 このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

 広報よっかいちの

                         

弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！

≪催しもの 1≫ 八脚門・塀説明会

≪催しもの 2≫ 八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

          

弾】弾】弾】弾】勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！

小学生以上（小学生は保護者同伴）

持ち物]汚れてもいい服装

                                                    

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

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

意ください。 

サービスを利用できる場所

全国のセブン イレブン、

取得できる証明書 

①住民票の写し  ・・・

④戸籍謄本・抄本 ・・・

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

歳未満の方はご利用できません。

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市

口サービスセンターのいずれかで

市民課 ☎354

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

広報よっかいちの 3

                         

弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！

八脚門・塀説明会

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

          13:30～

勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！

小学生以上（小学生は保護者同伴）

汚れてもいい服装 

                                                    

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

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

サービスを利用できる場所 

イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

・・・200 円

・・・450 円

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

歳未満の方はご利用できません。

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

※申請書を紛失した場合は、市役所

口サービスセンターのいずれかで

354-8152 ＦＡＸ

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

3 月下旬号とともに、地区内に各戸配布していますので、ぜひご活用ください！

                         

弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！弾】八脚門をくぐろう！4 月 27

八脚門・塀説明会 第

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

～15:00 

勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！勾玉をつくろう！4 月 29 日（月・祝

小学生以上（小学生は保護者同伴）

 

                                                    

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

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニ

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

円  ②印鑑登録証明書

円  ⑤戸籍の附票の写し・・・

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

歳未満の方はご利用できません。（所得課税証明書を除く）

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

役所 1 階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。

ＦＡＸ359

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

月下旬号とともに、地区内に各戸配布していますので、ぜひご活用ください！

                         

27 日（土）

第 1 回 13:00

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

 4組（応募多数の場合は抽選。１組

日（月・祝

小学生以上（小学生は保護者同伴） [定員

                                                    

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

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

②印鑑登録証明書

⑤戸籍の附票の写し・・・

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。 

（所得課税証明書を除く）

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

本などは交付できませんので、ご注意ください。 

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

359-0282 

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。

月下旬号とともに、地区内に各戸配布していますので、ぜひご活用ください！

                          

日（土）13:00～15:00

13:00～ 第

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

組（応募多数の場合は抽選。１組

日（月・祝）10:00～

定員]15 人（応募多数の場合は抽選）

                                                    くるべ古代歴史館（大矢知町

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

などの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

証明書などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが 2 月 1 日から始まりまし

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードではご利用できませんのでご注

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

②印鑑登録証明書 ・・・200

⑤戸籍の附票の写し・・・200

 

（所得課税証明書を除く） 

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。 

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。 

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

働して、「富洲原の魅力再発見マップ」を作製しました。 

月下旬号とともに、地区内に各戸配布していますので、ぜひご活用ください！

15:00（雨天実施）

第 2 回 14:00

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

組（応募多数の場合は抽選。１組

～12:00（受付

（応募多数の場合は抽選）

くるべ古代歴史館（大矢知町

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

などの店舗内に設置されている

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録

日から始まりまし

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

住基カード・通知カードではご利用できませんのでご注

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イオンリテール

200 円  

200 円 

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

 

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協

月下旬号とともに、地区内に各戸配布していますので、ぜひご活用ください！

（雨天実施）

14:00～ 

八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止） 

組（応募多数の場合は抽選。１組 5 人まで）

（受付 9:30

（応募多数の場合は抽選）

くるべ古代歴史館（大矢知町

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

などの店舗内に設置されている 

マルチコピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録 

日から始まりまし 

た。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。 

住基カード・通知カードではご利用できませんのでご注

イオンリテール

  ③所得課税証明書

※取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架下

申請書を取得できますので、お問い合わせください。 

このたび、地区まちづくり推進協議会（歴史部会）と地区社会福祉協議会（ホームページ委員会）が協
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