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表彰おめでとうございます
◆マイナンバーカードの申請方法について

11 月５日（木）四日市市文化会館にて、「令和２年度 四日市市自治会長大会」が開催され、
永年の地域活動に尽力された功績により、次の方々が表彰されました。

【勤続１５年】

荒木 尚美 様（富田浜町北部）

【勤続１０年】

森本 髙夫 様（西町第五）

【勤続 ５年】

棚瀬 護 様 （富田栄町第二）

市民課(℡354-8152 Fax359-0282)
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。申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやス
マートフォンからでも申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 か月半程度時間がかかりますので、ご
希望される方は、お早めにご申請ください。
※申請書を紛失した場合は、市役所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の市民窓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。

辻井 明子 様（北村町第一）

◆コンビニ交付サービスについて

富田浜会館

自動車文庫
の日程

市民課(☎354-8152

１２月２日（水）１０：５０～１１：２０

FAX359-0282)

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用して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サービスです。※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・通知カードでは利用できません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。

市民センター １２月４日(金)１０：１０～１１：１０

健康ボランティア四日市ヘルスリーダーの会による

◆コンビニ交付サービスの一時停止について
市民課(☎354-8152

参加するにあたっては、以下のことにご理解いただきますよう

♪富田保育園 あそぼう会

お願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方
で、感染リスクを心配される方は参加を控えていただくよう
お願いします。

１２月７日(月)

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止
します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※ 園庭は、平日はいつでも開放しています。
０歳児～未就園児 10：00～12：00
３日(木)・1０日(木)・1７日(木)

■一時停止日

１２月２２日（火）終日

♪富田幼稚園 遊び会

１３：３０～（60 分程度）

富田地区市民センター ２階ホール
介護予防 !! 動きやすい服装でお越しください。
●対

FAX359-0282)

象：おおむね 65 歳以上の市民の方

●持ち物：タオル・飲み物
●申込み・参加費不要
●問合せ：高齢福祉課 354-8170

カンガルー 未就園児 10：00～11：30
２日(水)・９日(水)・1６日(水)
パ ン ダ ３ 歳 児 10：00～11：30

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ
市民課(☎354-8152

FAX359-0282)

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通
り業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

７日(月)・1４日(月)・１６日（水）

♪富田文化幼稚園 プレイランド

■臨時休業

未 就 園 児 10：00～11：30
１日(火)・８日(火)

１

１２月１２日（土）
、１３日（日）終日

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか
（１）日時
（２）場所
（３）内容
（４）持ち物等
（５）申し込み

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL：059‐330‐5020

12 月６日（日） 午前９時から 1２時※小雨実施
天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）
大池中学校南東約 350ｍ
ノハナショウブ（５月頃）
除草および集草
作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機
12 月２日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か
E メールで、社会教育・文化財課までお知らせください。
自家用車をご利用の方は、８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字

FAX：059-334-0606 HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
2017 年 4 月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開
館しています。主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活
動など、さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「す
くすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、クッキングルーム、工作
室や図書室などの設備が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。
【主なイベント日時・内容】

12 月 19 日 15：30～16：30 タスポニーってなんだ？
名古屋で生まれたニュースポーツ「タスポニ―」
。
（土）

問合せ：四日市市教育員会 社会教育・文化財課
電 話：059-354-82３８、E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

はじめてのスポーツをみんなで楽しもう！

対象/小学生
定員/当日先着 12 名
※15：00～受付開始

動きやすい服装できてね。

12 月 20 日 10：00～17：00 プラザフォトスポット
家族、友だち同士で写真を撮りにきてね。
（日）

四 日 市 税 務 署 からのお知 らせ

12 月 25 日 15：30～16：30 クリスマスパーティー！
今まで集めたこここスタンプを使ってゲームに参
（金）

確定申告

対象/こここカードを持
っている小学生（こここ

加しよう。プラザからのクリスマスプレゼントを受

カードは当日でも作る

け取ってね。

ことができます）
定員/当日先着 50 名
※15：00～受付開始

STEP２ 申告書を作成

12 月 28 日 9：00～17：00
（月）

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。

STEP３ 申告書を提出

※1 回につき 1 グループ
5 名まで

～パソコンやスマホでご自宅から申告ができます！～
STEP１ 「国税庁ホームページ」へアクセス

対象/どなたでも

大そうじＤＡＹ

対象/どなたでも

プラザをみんなの力できれいにしよう！

定員/各回当日先着 10 名

9：30～10：30 おそうじグッズを作ろう

（申告書の提出方法は２通りあります）

15：30～16：00 ぞうきんレースに参加しよう
も開催するよ。

●

国税庁のホームページから e –Tax で送信
料金

ｅ–Tax は、マイナンバーカードを準備していただくか（ＩＣカードリーダライタ
又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。）、税務署でＩＤ・パス
ワードを発行することで利用できます。詳しくは四日市税務署へお尋ねください。
●

無料

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント
実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。

印刷して郵送等で提出

令和２年 12 月 21 日（月）10：00～16：00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２月から「みどりの芝生」はお休みしていま

四日市市安島１「ララスクエア四日市」１階駅側入口前にて「ｅ-Ｔax 相談会」を開催します。
「ＩＤ・パスワード」の発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類
をお持ちの上、お越しください。
【問合せ】四日市税務署

す。一日も早い再開を願っていますが、まだまだ安心してサロンを開ける状況にはありま
せん。引き続きお休みにいたします。再開はセンターだよりでお知らせします。よろしく
お願いします。
連絡先：稲垣 克子 ☎０５９－３６５－４４８７

個人課税部門 ＴＥＬ：352-3144（ダイヤルイン）

２

中止）
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連合自治会

10 月定例会

富田地区連合自主防災隊

議事録

令和 2 年 10 月 8 日（木）午後 7 時より富田地区市民センターにて定例会議が行われまし
た。連絡・報告事項は以下の通りです。

9 月度

富田地区連合自主防災隊

10 月議事録

定例会

議

事

録

議 事 録
日時
場所

１．連合自治会長挨拶

令和 2 年 9 月 17 日（木）午後７時～
富田地区市民センター2 階ホール

１、連合防災隊長挨拶

２．二日会からの個別上程事項について
高地区 なし
浜地区 なし
茂福地区 なし

２、定例・学習会

３．連絡・報告事項
自治会関係
（１）令和 2 年度自治会長大会について
日時：11 月 5 日（木）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分（受付午後 1 時～）
場所：四日市市文化会館 第二ホール
演題：「避難のスイッチを入れるためのキーは自治会にあり」（仮称）
参加者：連合三役（※コロナウィルス感染症拡大予防のため参加人数制限あり）
表彰者：15 年 荒木尚美（富田浜町北部）10 年 森本髙夫（西町第五）
5 年 棚瀬護（富田栄町第二）辻井明子（北村町第一）
市関係

３、連絡・報告事項
連合自治会
自主防災隊
（１）１０月２５日（日）デジタル簡易無線機での被害状況報告について
交信時間割
９：００～ ９：５０ 高地区 ：第１ブロック～第３ブロック
９：５０～１０：１０ 浜地区 ：第４ブロック～第７ブロック
１０：１０～１０：３０ 茂福地区：第８ブロック～第１２ブロック
（２）指定避難所 現地講習会について （別紙）

（１） 令和 3 年度土木要望について
11 月 27 日（金）までに副館長へ提出して下さい。

集合場所：富田小学校 警備員詰め所前 駐車場
富田中学校 体育館前 駐車場

（２）令和 2 年度防犯外灯設置等に対する補助金交付申請について
12 月 18 日（金）までに富田まちづくり協議会事務局へ提出して下さい。
（早期申請の場合は別紙参照）

四日市高校 正門入口 駐車場
北星高校

体育館下 駐車場入口

市関係

（３）道路照明灯及び公園照明灯の LED 照明灯への交換工事のご案内について

（１）富田地区、危機管理室との打合せ会について
１０月１５日 富田地区市民センター

その他

４、その他
（１）防災倉庫定期点検について
日時：令和２年１０月１８日（日） 集合：午前９時 地区市民センター
担当：Ａコース 第 ６ブロック（本町 北魚町 中川町 天神町）
Ｂコース 第１０ブロック（茂福南ノ町第一・第二 東茂福町第一・第二）
（２）
「マスク募集」にご協力いただいた皆様へ・・・・富田地区連合自主防災隊

12 月 20 日発行「くうちゃんだより」掲載記事を募集します!!

この度は、
「マスク募集」に対し、手作りマスクをはじめたくさんのご協力いただき、ありがとうございまし

11 月に行われた活動内容や写真、お知らせしたい内容等の原稿を、12 月
9 日（水）までに富田地区市民センター地域 MGR 落合までお持ちください。

た。ご寄付いただいたマスクは、大切に使用させていただきます。
※次回定例会：令和２年１１月１９日（木）会場準備：第１～３ブロック

お問合せ（３６５－１１４１地区市民センター

地域マネージャー落合まで）

４

