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12/2(木) 中学校の清掃奉仕活動と炊出し訓練が行われました

次回のお知らせ「とみすはら」は、令和４年１月１０日号となります。

かとう きよお

元富洲原消防分団副分団長の加藤 清男さん（天カ須賀）が、国から瑞宝単光章（消防功労）

を授与されました。おめでとうございます。

社会福祉協議会から寝たきりや一人暮らしの方へ

年末の友愛訪問と歳末見舞いのご案内

地区社会福祉協議会では、12月22日（水）頃から、民生委員を通じて65歳以上の寝たきり

高齢者、認知症高齢者、在宅重度身体障害者の方々を対象にした友愛訪問を行います。

また75歳以上の一人暮らし高齢者の方々へは、歳末見舞いの訪問を行い、暮らしの様子をお

伺いしますので、ご理解とご協力をお願いします。

富洲原中学校の生徒と富洲原小学校の児童（1・2年生）が新年のあいさつを書いた福祉年賀

状を、65歳以上の一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、在宅重度身体障害者の

方々へお送りします。

お正月には福祉年賀状で新年のごあいさつ

富洲原の「どんど」

※しめ縄等の持ち込みは、開始から

１時間程度までにお願いします。

ほいくえん あそぼうかい
●園児と一緒に遊ぼう！
1/12・19・26（いずれも水曜日）

【時 間】9:30〜12:00
【問合せ】富洲原保育園 ☎365-0994

日の本保育園子育て支援センター

●子育て相談お受けします！

【時 間】月～金曜日 9:30～14:30 ※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 ☎365-0840

ようちえん あそびかい
1/18  たこをつくって、あげよう

1/25  みんなでマラソンするよ！（いずれも火曜日）

（左記のいずれも）

【持ち物】着がえ、タオル、帽子、マスク

（お子さんも）、水分補給のお茶など
※新型コロナウイルス対策で変更になる場合が

ありますのでご了承ください。

【時 間】10:00～11:30

【問合せ】富洲原幼稚園 ☎365-0653

松 原 １月9日（日） 10：00～ 松原公園

富田一色 １月9日（日） 13：00～ 富田一色海浜緑地

天カ須賀 1月15日（土） 9：00～ 住吉神社

また、2年生はPTAの協力のもと、災害
時を想定した炊出し訓練を行いました。

災害時、中学生を含めた若い皆さんの活
躍に期待しています。

※新型コロナウイルス対策で、入口等を

開放しています。また、手指消毒など

にもご協力ください。

各町自主防災隊隊長ら３８名が参加して、防災備

蓄倉庫内にある資機材の保管状態の確認と各々の操

作方法の学習、地域応急給水栓の操作実演などを実

施しました。

毎年恒例となった普通救命講習では、北消防

署と消防分団の協力・指導のもと、各町防災隊

長が救急車の到着までに適切な応急手当を行う

ことができるよう学習しました。

防災資機材操作学習会(11/14) 

普通救命講習(11/27)

連合自主防災隊が、防災資機材操作学習会と普通救命講習を実施しました

富洲原中学校の生徒が、校内と富洲原地区内の
施設で清掃奉仕活動を行いました。

地区市民センターと児童館では、３年生の２０
名に草抜きや排水溝の清掃などをしていただきま
した。

介護予防ボランティア ヘルスリーダーの会による教室

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！

【日 時】1月12日（水）1３:３0～1５:00

【対 象】おおむね６５歳以上の市民の方

【持ち物】マスク、タオル、飲み物(動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください。)

【場 所】富洲原地区市民センター 2階 大会議室

【問合せ】高齢福祉課 ☎ 354－8170

※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には、中止・日程の変更

になることがありますので、ご了承ください。

体調の悪い方は参加をお控えください。

参加される方は、マスクの着用、手指消毒、検温にご協力ください。

申し込み・参加費不要！



自 動 車 文 庫
松原町八風公園 10:10～10:40

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

1月6日

（木）

マイナンバーカード出張申請サポートを実施します！

「マイナンバーカードを作りたいけど、

作り方がわからない」ということはあり

ませんか？

そんな方のために、商業施設などでマ

イナンバーカード出張申請サポートを実

施します！

申請サポートを利用していただいた方

にはノベルティをプレゼント！(なくな

り次第終了)

この機会にぜひ出張申請サポートをご

利用ください！

※ＱＲコード付き交付申請書があると短

時間で申請ができます。

【開館時間】〈第1部〉9:00～11:30〈第2部〉12:30～14:00 〈第3部〉15:00～17:00
各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。

ファミリー・サポート・セン

ターは、子育てを地域で支えあ

う会員組織です。

あなたの力を子育て支援に活

かしてみませんか？受講開始か

ら1年以内に受講を完了すれば、

援助会員として登録できます。

１講座からでも受講できます。

子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー･サポート・センターから

新規援助会員講習会のお知らせ
【場 所】 三浜文化会館
【申込み】電話にて１月２２日(土)までにお申し込みください。

※託児あり（無料：事前にお申し込みください。）
【テキスト代】 2,0５3円
【問合せ】四日市市ファミリー・サポート・センター

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
☎ 323-0023

子どもの心と身体の発達

小児看護

発達障害について～その子どもとの接し方～

援助活動を円滑に進めるために　講習のまとめ

１/2９(土) 10:00～15:30

10:00～15:30

10:00～16:00２/５(土)

１/３０(日)

２/6(日)

10:00～16:00

10:00～16:00

２/１２(土)

日　時 内　容

相互援助活動の趣旨・子どもの権利・子どものあそび

子どもの安全と事故・救急法・子どもの心に寄り添う

子どもの病気
子どもの栄養と食生活

《サポート内容》

（予約不要・写真撮影無料）

*インターネットでの申請のお手伝い

*マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い

*交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け

*交付申請書送付用封筒の交付

*マイナンバーカードに関する相談・案内など 【問合せ】市民課 ☎354-8152

【問合せ】日の本保育園子育て支援センター ☎365-0840

【募集期間】令和4年1月4日（火）から1月31日（月）まで（当日必着）

【応募方法】市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所5階

市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分ま

でにお願いします。 【問合せ】市民生活課 ☎ 354-8146

【募集内容】地域マネージャー〈会計年度任用職員（フルタイム）〉 【募集人数】10人程度

【職務内容】地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

【任 期】令和4年4月1日から令和5年3月31日（再任用する場合もあります）

【勤 務 地】 各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）

【主な受験資格】次の要件を全て満たす人

①昭和32年4月2日以降に生まれた人。ただし、平成30年度に地域マネージャーに任用され、令和3年度

まで継続して任用されている人（任用期間が令和３年度で４年目となる人）については、この限りでない。

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。

③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。

④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員（正規任用職員）として職務経験のある人は、任用開始

日において、公務員退職後3 年以上経過していること。

⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑥地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない人。

⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人。

⑧四日市市に在住する人。

かきぞめ 対象/小学生～高校生

定員/各回当日先着20名

持ち物/書道用具一式

大繩あそび

15：00～16：00

新年の目標や抱負をかきぞめしよう！みん
なで作る大きな作品は、一年間プラザにか
ざるよ。汚れても良い服装できてね。

(日)

1月24日

(月)

1月26日

(水)

1月4日

(火)

10：00～11：00

13：00～14：00

1月16日

〇〇広場

対象/生後6ヶ月未満の
子をもつ保護者

定員/当日先着12組

大繩を使ったいろいろなあそびにみんなで
チャレンジしよう！

対象/小学生

定員/当日先着10名

10：00～11：30

12：30～14：00

15：00～16：30

10：15～11：00

15：30～16：00

カプラであそぼう

フランス生まれの木の板ブロックあそびを

家族で楽しもう。

対象/どなたでも

定員/各回当日先着30名

みんなで楽しくおしゃべりしよう。

まんまる

【主なイベント日時・内容】

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
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。

※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、電話でお問い

合わせください。
【料 金】無料

【問合せ】こども子育て交流プラザ（東新町26番32号 橋北交流会館4階）

☎330-5020 FAX 334-0606 HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

◆イオンモール四日市北  8日(土)・9日(日)・10日(月)

　1階イベントスペース  29日(土)・30日(日)

　10:00～18:00

◆アピタ四日市店  6日(木)・7日(金)・13日(木)

　2階休憩スペース(西側エスカレーター横) 14日(金)・20日(木)・21日(金)

   10:00～15:30  27日(木)・28日(金)

◆市民窓口サービスセンター前  6日(木)・7日(金)・13日(木)

　16:30頃～19:00 14日(金)・20日(木)・21日(金)

27日(木)・28日(金)

◆イオン四日市尾平店  15日(土)・16日(日)

   1階催事場(東側エスカレーター横)

　10:00～18:00

◆イオンタウン四日市泊  22日(土)・23日(日)

　1階中央イベント広場

　10:00～18:00

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表（令和４年1月）

※2月以降の予定は、改めてご案内します。


