
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の体育委員・体育指導委員が決まりました。よろしくお願いします。（敬称略） 

町 名 委員名 町 名 委員名 町 名 委員名 

西町第一 青木 一規 北納屋町 吉川 英男 茂福東ノ町 鈴木 一弘 

西町第二 水谷 勝義 片町 石垣 龍雄 茂福南ノ町第一 八田 貴文 

西町第三東 谷口 泰徳 城町 寺本 隆介 茂福南ノ町第二 越後 恭一 

西町第三西 伊藤 光久 南魚町 広瀬 さち 東茂福町第一 城田 健児 

西町第四 服部 輝巳 寺町 渡部 浩 東茂福町第二 稲山 正之 

西町第五 佐藤 繁樹 本町 生川 詩子 北鵤町第一 荒木 末春 

中町 宍戸 大徳 北魚町 伊藤 光一 北鵤町第二 中島 啓介 

南町 小川 敬子 中川町 保村 孝司 北鵤町第三 南川 智仁 

西古川町 市川 弥生 天神町 大村 起元 北鵤町第四 妻鳥 真行 

東古川町 大泉 暁弥子 蛭子町 廣瀬 信行 四五六町 名古 輝政 

宮町 田代 博 新町一区 佐藤 富昭 富田浜元町北部 中瀬 裕一 

代官町 伊藤 克哉 新町二区 熱尾 憲一 富田浜元町南部 樋口 潤次 

丸の内町一区 チャム・キャック・テイン 北村町第一 首藤 文宏 富田浜町北部 寺本 裕英 

丸の内町二区 樋口 順一 北村町第二 増田 広幸 富田浜町中部 水谷 光子 

丸の内町三区 山田 宣子 北村町第三 梅村 崇 富田浜町南部 伊藤 龍亮 

富田栄町第一 加藤 剛久 北村町第四 上野 友彰 スポーツ推進委員 河北 裕喜 

富田栄町第二 田中 宏季 北村町第五 林 尚樹 スポーツ推進委員 南部 義幸 

旭町 水谷 圭 茂福北ノ町 浅野 剛司 協 力 員 伊藤 哲哉 

南納屋町 廣瀬 幹夫 茂福西ノ町 川島 新一 協 力 員 橋本 清美 

中納屋町 渡邉 尚美 茂福中ノ町 金森 政樹 協 力 員 高橋 仁 

協 力 員 辻 隆 

 

令和 3年度 体育委員・スポーツ推進委員 
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お知らせ NO.３  令和３年 5 月５日 

日号 
                              富田地区市民センター ☎３６５－１１４１  富田地区公式ホームページ ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｍｉｄａ．ｏｒｇ/ 

♪よってこ家♪ 
 

薬の正しい使い方を知ろう！ 

 薬は、私たちにとって身近なものですね。風邪をひいたら風邪薬、おなかの 

調子が悪い時には胃腸薬、そしてやっと終わりが見えてきた花粉症には鼻炎薬 

など、さまざまな薬をふだんから何気なく使っていますが、使用方法を間違え 

ると効果を得られなかったり、副作用が出ることもあります。 

 今回のまなびや（※１）では、日々の暮らしの中で、薬の効果を安全にかつ 

最大限に得るために薬の正しい使い方について知る機会にしたいと思います。 

 みなさんお気軽にご参加ください。 

●日  時：5 月 25 日（火）10:00～11:30 

●場  所：サロン よってこ家（富田 3 丁目 14-14） 

●内  容：薬の正しい使い方を知ろう！   

飲み合わせや副作用、質問も OK です 

●講  師：四日市市役所 衛生指導課職員 

●定  員：１０名（定員になり次第〆切） 

●持ち物：筆記用具、飲み物等 

●申込み：5 月 21 日（金）までに、住所、名前、電話番号を下記までお伝えください。 

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 

☎       354-8144   

FAX      354-6486   

E メール  y-vc@m3.cty-net.nejp 

～飲み合わせや副作用も確認～ 

※１ まなびやは、毎回「テーマ」を決め、みんなで学び合い、つながる場です。 

Tad  正しく使って 

安全に！ 

イキイキ教室開催中止のお知らせ 

5 月に予定しておりました「イキイキ教室」は、新型コロナ感染拡大防止のため 

中止となりました。 



  

◆マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設◆ 
 

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおり 
マイナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。 
 この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を 
行い、ご自宅宛てに郵送(本人限定郵便・特例型)させていただきますので、受け取りの 
ために再度お越しいただく必要はありません (カード到着まで、おおよそ 2 か月程度か 
かります)。 
 また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口へ 
電話予約（平日 8:30 ～17:15 ）してください。 
 予約受付は 5 月 20 日（木）より開始しております。 

 

1. 申請に必要なもの 申請の際には、以下の書類を持参してください。 
  (1)本人確認書類(Aを 1 点、または Bを 2 点) 

A 
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交
付年月日が平成 24 年 4月 1 日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留
カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類 

B 
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学
生証など、「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み
合わせで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの 

 
(2)通知カード、または個人番号通知書 

 (3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの) 
 (4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 
 (5)認印（本人署名の場合は不要) 
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。 

 ※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途
書類が必要となります。（詳細はご予約時にご説明します） 

  
◆暗証番号を設定します◆ 

   ・数字４桁 
   ・アルファベット大文字と数字を両方使用して 6文字以上 16 文字以下 
   を、あらかじめ考えておいてください。 

 

2.開設窓口・開設時間【8:30～12:30、13:30～17:30】 

  （事前予約制、先着 48人まで、1人あたり 20分） 
 

★ 富田地区市民センターの休日申請受付窓口 

 

 

 

 

2.開設窓口・開設時間【8時 30 分～12 時 30分、13時 30分～17時 30分】 

  （事前予約制、先着 48 人まで、1人あたり 20分） 

★富田地区市民センターの休日申請受付窓口 

 

開設日 場 所 

６月１３日（日）【申込期限：６月４日（金）】 富田地区市民センター 

 
※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。  

※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、

各センターへお願いします。 

 
【問い合わせ】富田地区市民センター ☎ ３６５－１１４１（平日８：３０～１７：１５） 

実施日 センター名 電話番号 申込期限 

６月１２日(土) 

海蔵 ３３１－３２８４ 

６月４日(金) 三重 ３３１－３２７６ 

川島 ３２１－３０２０ 

６月１３日(日) 

富田 ３６５－１１４１ 

６月４日(金) 

羽津 ３３１－４４６５ 

大矢知 ３６４－８７０４ 

県 ３２６－０００１ 

桜 ３２６－２０５１ 

６月１９日(土) 

橋北 ３３１－３７８７ 

６月１１日(金) 

保々 ３３９－０００１ 

内部 ３４５－３９５１ 

日永 ３４５－３１９７ 

小山田 ３２８－１００１ 

６月２０日(日) 

富洲原 ３６５－１１３６ 

６月１１日(金) 常磐 ３５１－１７５１ 

中部 ３５４－８１５２（市民課） 

６月２６日(土) 

八郷 ３６５－０２５９ 

６月１８日(金) 

神前 ３２６－２７５１ 

塩浜 ３４５－２４０３ 

楠 ３９８－３１１１ 

河原田 ３４５－５０２０ 

水沢 ３２９－２００１ 

６月２７日(日) 
下野 ３３７－０００１ 

６月１８日(金) 
四郷 ３２１－２０２１ 

 

３．センター開設日一覧表 

開設時間【8:30～12:30、13:30～17:30】 

2 

 



 

  

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の 

試験放送を実施します 
 

（１）実施日時 

   ５月１９日（水）午前１１時００分ころから数分程度 

（２）試験放送内容 

 

 

 

 

 

放送機器 放送・吹鳴内容 

防災行政無線 

（固定系） 

 市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声

子局およびＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次の

ように放送されます。 
 
【放送内容】 

上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )  

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

下りチャイム音(♪ピンポンパンポン ) 

 

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。 
 

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。 

●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。 

 

※ 屋外拡声子局 市内 1２２箇所      

● 以降の試験については以下のとおり予定しています。 

                    令和３年１０月 ６日（水）１１：００から 

      令和４年 ２月１６日（水）１１：００から 

 

● 気象状況その他の理由により中止する場合があります 
 

 

 
 
 
 

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート）１名 

◇業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

 ◇勤 務 日 ＝ 給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間 ＝ 午前８時３０分～午後３時００分（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給 ＝ １０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他 ＝ 他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することが 

あります。 

 ◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（☎３５４－８２３６）に電話のうえ、 

履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間 ＝ ５月６日（木）～５月１８日（火） 

 

羽津小学校 給食パートを募集（６月上旬からの勤務です） 

                納期限は  

     ５月３１日(月)です  

軽自動車税 (種別割 )  

（全期 ）  

コロナに負けない～大切な人を守るために～ 

新型コロナウイルスの感染が国内で引き続き確認される中、インターネットやソーシャル 

ネットワーキングサービス（ＳＮＳ）などで、感染された方やその家族などに対する、根拠の 

ない書き込み等が広がっているとの報道があります。  

新型コロナウイルスを理由とした、いじめ、偏見や差別につながる行為、誹謗中傷等は、 

決して許されるものではありません。 

不確かな情報や誤った認識に惑わされ、人権侵害に及ぶことのないよう、国や県・市が 

発信する正確な情報に基づき、冷静な対応に努めるとともに、偏見や差別について考え、 

お互いの人権を尊重した行動をお願いします。 

私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの心を持って支えあいましょう。 
 

♥人権・同和政策課 ☎ ３５４－８２９３ 

jinkendouwa@city.yokkaichi.mie.jp 

♥人権センター    ☎ ３５４－８６０９ 

jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp 

▲FAX（２課共通）  ☎ ３５４－８６１１ 

 

 

 

【問い合わせ】  

四日市市 危機管理室  

☎ 354-8119 
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「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動 

（講演会・勉強会など）にかかる経費の一部を補助します。 

 

１．対象事業 

   ７月１日（木）～ 令和４年 3 月 31 日（木）に実施される事業 

  （※同一申請者(団体)による申請は、一年度 2 回までとします） 

２．応募資格 

   市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など 

３．補助限度額 

   活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助） 

   ただし、補助金額には上限があります 

４．募集スケジュール 

   ４月９日（金）～ ６月１８日（金）注：健康福祉課 必着 

必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。 

申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。 

５．応募書類 

   募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。 

   また、市のホームページからもダウンロードできます。 

６．問い合わせ 

   四日市市役所 健康福祉課 ☎ 354-8281 

在宅医療市民啓発活動事業を補助します 

富田地区市民センターからのお知らせ 
 

乾電池は、資源物です。 

決められた集積場へ資源物の日(２週間に１回)に、 

透明または半透明の袋に入れて「乾電池」と表記 

して出してください。 

地区市民センターで乾電池の回収はしていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北米原産のオオキンケイギクは、繁殖力が強く、日本の生態系に重大な影響を 

及ぼす植物として、外来生物法により「特定外来生物」に指定されています。 

この植物を植えたり、拡げたりすることは法律で禁止されています。 

 

〇自宅でオオキンケイギクを見かけた際は、普通の雑草と同じように駆除・処分 

して頂くよう、ご協力をお願いします。 

❶ 花が咲く 5 月～7 月頃に、根から抜き取る。スコップ等を用いると駆除 

しやすいです。 

❷ 2 日～3 日、種子が飛散しないように、ビニール袋に入れた状態で天日に 

さらし、枯死させる。 

❸ 燃やすごみに出す。 

 

【特徴】 

オオキンケイギクの花は、直径 5～7cm 程で、黄橙色の花びらの先端が 

不規則に分かれています。草丈は 50～70cm で、葉は細長い楕円形で 

両面に毛があります。 

 

【問い合わせ】  

環境保全課 環境調整係  354-8188 

 

オオキンケイギクは「特定外来生物」です！！ 
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乾電池 

 

資源物 


