お知らせ NO.２３
富田地区市民センター

☎３６５－１１４１
◇東海道セミナー

日
講
場
主

俳句
十四川桜まつり
✿路上ライブ
日時：４月８日（土） １３時～１６時
場所：思案橋 ※雨天の場合は９日（日）
出演：北星高校バンド部

スペシャルイベント◇

３月２２日（水）１９時～（１８時半開場）
前松阪市長 山中光茂さん
富田地区市民センター ２階ホール
賑わいのある文化の香るまちづくり委員会
荒木

参加費無料
申込み不要

電話・ＦＡＸ３５８－８６３９

３月２６日（日）日曜窓口を開設します
四日市市と近隣市町（桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市、松阪市）
７市２町で

◎四日市市役所の開設場所と内容
階

※本部は「桜まつり」期間中 四日市高校南の水防倉庫付近に設置、ライブは十四川思案橋で実施、
スタンプラリー抽選、小田巻・くうちゃんサブレの販売は思案橋南東の駐車場で実施します。
【問合せ先】富田地区社会福祉協議会 電話３６６－１５１３
１階

キリンビール高知支店の軌跡
精霊の守り人
炎路を行く者

時
師
所
催

問合せ

✿「富田名物 小田巻」実演販売
日時：４月８日（土）・９日（日）
１０時～ 売り切れるまで 価格：１個２００円
✿「くうちゃんサブレ」販売 日時：４月８日（土）・９日（日）
１０時～ 売り切れるまで 価格：１枚２００円

恩田陸
川村元気
山下澄人

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｍｉｄａ．ｎｅｔ

～これからの地域づくりイメージを持つ～

✿スタンプラリー
日時：４月８日（土）・４月９日（日） １０時～１６時（小雨決行）
✿俳句・川柳募集
日時：４月１日（土）～４月１０日（月）受付：桜まつり本部または地区社協事務局
題 ：川柳
春景色・はるげしき

≪一般図書≫
蜂蜜と遠雷
４月になれば彼女は
しんせかい

富田地区公式ホームページ

平成２９年３月５日号

≪児童図書≫
ゆきみちさんぽ
キリンですけど
くじらのくじらん

田村潤

ねこってこんなふう？

上橋菜穂子

されどオオカミ

江頭路子
高倉浩司
市川宣子

２階

窓口

取

扱

業

務

市民課
電話 354-8152

転入・転出などの手続き（継続転入・転出は除く）、戸籍の届け出、
住民票の写し（広域交付住民票は除く）
・戸籍の証明書の交付、印
鑑登録・証明書の交付、各種税証明の交付

こども保健福祉課
電話 354-8083

児童手当、子ども医療費助成の手続き

市民税課
電話 354-8133

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）

保険年金課

ブレンダン・
ウェンツェル
きむらゆういち

電話 354-8159
電話 354-8161
３階

★日
★場
★内

時：３月２４日（金）１０時～１１時３０分
所：富田地区市民センター ２階ホール
容：「子どもに起こりやすい事故の予防」について
講師
日本赤十字社 幼児安全指導員 富内直美さん
★問合せ先：稲垣 克子 電話３６５－４４８７

９階

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き

介護・高齢福祉課
電話 354-8427
電話 354-8190

要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など

学校教育課
電話 354-8250

市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

※外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開設します。
（１０時～１２時、１３時～１５時）
※各階とも、開設時間は 8 時 30 分～１７時 15 分です。
※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください。

４月からの『ごみ収集日程表』が配布されています。
『ごみ収集日程表』が広報「よっかいち」３月上旬号と一緒に配布されました。
※問合せ 生活環境課 電話３５４－８１９２
１

四日市市議会

親子で 「ヨガ」 を楽しもう！（シニアも大歓迎！）

議会報告会のお知らせ

２月定例月議会の議会報告会を、３月２８日、２９日に開催します。常任委員会ごとに分かれて４
会場で開催します。（詳細は下記参照）定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、
市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市
内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会
場にどうぞお気軽にお越しください。
第１部：議会報告会
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
月

日

平成２９年３月２８日（火）

平成２９年３月２９日（水）

時

間

１８時３０分～２０時４５分

１８時３０分～２０時４５分

常

任

委員会
所

管

事

項

ｼﾃｨ・ﾐｰﾃ
ｨﾝｸﾞﾃｰﾏ
会

場

教 育 民 生
教育、こども、
健康福祉など

産 業 生 活

総

務

商工業、農林水産業、
市政の企画、財務、
市民文化、市立病院な
危機管理、消防など
ど
○商工業の振興

○教育行政全般
について

について

あさけプラザ
2 階第 4・5 会議室

第１０回ボランティアカフェ“まなびや”では、親も子も楽しめる「ヨガ」を開催
します。リフレッシュしたあとは、みんなで富田地区の魅力を語りましょう！
関心のある人は、お気軽にご参加ください！
日
場
内
講

長谷川 文雄 氏（富田地区社会福祉協議会長）
定 員：1５名（定員になり次第締切）
対象者：６ヶ月以上のお子様とご家族の方
（お一人様の参加も大丈夫です！）
参加費：無料

都市・環境
道路、住宅、上下水道、
区画整理、環境衛生
など
○運転免許自主返納と

○防災全般について

交通のあり方について
総合会館

塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ

３階第６会議室

７階第１研修室

２階大会議室

心も身体もリフレッシュ
しましょ！多くの方の参加
お待ちしています！！

持ち物：お茶や水などの水分、タオル（動きやすい服装で）
申込み：３月２４日（金）までに、住所、名前、電話番号を
下記までお申込みください。
四日市市社会福祉協議会四日市市ボランティアセンター

高齢社会における公共

橋北交流会館

時：３月２８日（火）10 時 ～ 12 時
所：サロン よってこ家（富田３丁目１４－１４）
容：「親子ヨガ」＋「交流会（富田地区の魅力を語ろう！）」
師：伊藤 寛恵 氏 （ヨガインストラクター、幼稚園教諭）
樋口 勝典 氏（富田地区連合自治会長）

電話 354-8144 / FAX 354-6486
E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※全会場、手話通訳いたします。
※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、あらかじめご了承ください。

第２９回あさけプラザ春の文化祭
３月１８日（土）１９日（日）あさけプラザで開催する文化祭において
生け花親子体験をおこないます。興味のある方は是非ご参加ください。
生け花親子体験参加者募集
時
間 １０時～１５時（両日とも）
指
導 池坊万華の会

※総務常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車してください。

問合せ

四日市市議会事務局

議事課 電話３５４－８３４０

あすなろう鉄道

まんじゅう列車を運行します！

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことに
ちなみ、四日市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。対象ダイヤのあす
なろう鉄道に乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。
沿線の東海道散策にもよい季節となりますので、ぜひお立ち寄りください。
※対象ダイヤは市のホームページでご確認ください。
◆日 時 ３月１８日（土）9 時 30 分～15 時（まんじゅう配布時間）
◆内 容 ①四日市あすなろう鉄道に乗車 ⇒②車内で呈茶券をもらう
（西日野駅のみ駅で配布）⇒③日永郷土資料館でまんじゅう
をゲット！（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）
◆注意事項 まんじゅうは先着順で５００名までです。
◆問合せ

都市計画課公共交通推進室

電話 354-8095

先着２５組の方に素材プレゼント（両日とも）
予約申込み ３月１４日（火）９時～
申込み先
あさけプラザ 電話３６３－０１２３
★日 時：３月１７日（金）９時３０分～
★場 所：富田地区市民センター
２階 調理室
★持ち物：材料費６００円、エプロン、三角巾、ふきん
★申込み：富田地区市民センター 電話３６５－１１４１
★主 催：食生活改善推進協議会

FAX354-8404
人権標語「思いあう
２

心でつなごう

世界の和」

富田地区社協

人権教育推進部会

