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富洲原地区市民センター ☎365-1136 365-1137 富洲原地区団体事務局（センター１階） ☎365-1174

富洲原地区ホームページ http://tomisuhara.net/

次回のおしらせ「とみすはら」は５月10日（月）の発行となります。

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

【持ち物】 着替え、タオル、マスク（お子さんも）、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。)

※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。

【問合せ】 日の本保育園子育て支援センター ☎ 365-0840

◆ 自 動 車 文 庫 ◆ ～ 5月の巡回は 5月６日（木）です。～

5/6 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

（木） 10:10～10:40 13:40～14:10 14:20～15:00

がんの発生には、喫煙、食生活及び運動不足等の生活習慣が大きく関与しています。しかし、生活

習慣の改善を心掛けたとしても、がんにかかるリスクをゼロにすることはできません。がんの診断・

治療法は急速に進歩していますので、初期のうちに見つければ治る確率は飛躍的に上がります。

必ず「がん検診」を受けるよう心掛けてください。

集団検診を受診するためには申し込みが必要です！！

●肺がん・結核健診 は、例年、過去２年間に受診した人は、6月下旬に受診券を送付していました

が、令和2年度から、感染症及び災害対策を行うため、他のがん検診と同様に、事前申し込みが必要

となっています。お申し込みの際に、希望の検診日及び会場をご記入の上お申し込みください。

【問合せ】 健康づくり課 成人健診係 ☎354－8282 FAX 353－6385

《富洲原地区市民センターでの集団検診日程》

子育てを地域で支えあう

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

【申込方法】 電話で5月２９日(土)までにお申し込みください。

【テキスト代】2,0５3円

【そ の 他】 保育あり(無料）※事前にお申し込みください。

【申込み･問合せ】ファミリー・サポート・センター

☎323-0023

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

10:00～16:00
子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う

日　時 内　　容

6/5  (土) 10:00～15:30 相互援助活動の趣旨・子どもの遊び

6/12 (土)

6/20 (日) 10:00～12:30 援助活動を円滑に進めるために　講習のまとめ

6/13 (日) 10:00～16:00 子どもの心と身体の発達・小児看護

6/19 (土) 9:30～16:00
発達障害について～その子どもとの接し方～
子どもの栄養と食生活

6/6  (日) 10:00～12:00 子どもの病気

注意！ リンク元

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。

「ようちえん あそびかい」 5/11・18 ●外でいっぱいあそぼう！

5/25  ●大きなシャボン玉をつくろう

※いずれも火曜日、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。

◎毎回絵本の読み聞かせをします。◎子育て相談やってます。

【時 間】 10:00〜11:30

【持ち物】 着替え、タオル、マスク（お子さんも）、帽子、水分補給のお茶等

【問合せ】 富洲原幼稚園  365-0653

「ほいくえん あそぼうかい」 5/12・19・26 ●園児と一緒に遊ぼう！

※いずれも水曜日、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】 9:30〜12:00

【持ち物】 着替え、タオル、マスク（お子さんも）、帽子、水分補給のお茶等

【問合せ】 富洲原保育園 ☎ 365-0994

８月　3日 （火）

日　　程 申し込み締切日

７月　21日 （水）

７月　28日 （水）

胃がん 大腸がん 子宮頸がん
乳がん

(マンモ）
肺がん

健　　　診　　　種　　　類

午前・午後（水）

〈 あさけプラザ 〉
乳がんエコー

日　　程

申し込み締切日

８月　25日

９月　  2日

９月  　7日

９月  　8日 午前 午前・午後

午前

（水）

（木）

午後

午前・午後

午前・午後 午後（火）

7月11日

5月24日 6月10日 9月3日 10月19日 11月1日 12月8日

6月25日 10月5日 11月27日 12月7日 1月8日

注意！ リンク元

詳細は、広報よっかいち 4月下旬号別冊「令和3年度がん検診のお知らせ(保存版)」
でご案内します。日程表をよくご確認のうえ、お申し込みください。

住民票等証明書コンビニ交付サービス一時停止のおしらせ

システムメンテナンス作業のため、下記日程でサービスを一時停止いたします。

5 月 1 日 (土） か ら ５ 月 ５ 日 (水) ま で の 終 日

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。【問合せ】 市民課 ☎354-8152



♪ カナダ体操チーム応援メッセージの募集 ♪
今年７月に四日市市で東京2020オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チームに向けた「応

援メッセージ」を募集します。

ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホー

ムページなどの広報物に掲載する予定です。

ご応募いただいた方全員に、「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」（1人1回まで）を

お送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカナダ体操チームから

のプレゼントもあります。

【募集期間】５月３１日（月）まで（必着）

【応募方法】メールまたは郵送

応募方法等詳しくは、市公式サイトでご確認ください。

【問合せ先】国体推進課 ☎354-8462 FAX 354-8338

メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

ＨＰＩＤ 1608864196356

〒510-8601 諏訪町１番５号

本市では609人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。

民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。ま

た、児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任

児童委員がいます。民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それ

ぞれが担当する区域で、住民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な

支援やサービスへの「つなぎ役」として、さまざまな活動に取り組んでいます。

毎年５月１２日は「民生委員・児童委員の日」です。

365-0455
甚五兵衛町

生川　理智子 364-7040 広小路町／寺町／新町

西岡　正行 365-4134 中町／七軒本町

主任 樋口　和子 364-1982
富洲原地区全域

児童委員 樋口　民子 364-0947

東松武町／西松武町／松ヶ枝町

鷲山　厚 365-8555 東平町／東八風町／本松町

毛利　志保子 365-6037 西平町／西八風町

松
　
原

茶の水町／西元町

365-3916 江戸町／豊富町第一／豊富町第二

加藤　和代 365-6807 大黒町／布袋町／弁天町

宮腰　良子 364-9687 南町／堺町／八軒町／蛭子町

藤井　久美子 364-5016 旭町／港町／北町

平田　淑子 365-2915 住吉町／富洲園

364-9538 本町／常盤町

田代　　正 363-0165 島崎町／岩戸町

伊藤　敦子 365-7644 北町第一／北町第二／北町第三

田代　英子 365-7151 港町／南町

中川　育夫 363-3241 GS富洲原／LM富洲原NC1・2・3

平松　正子

尾子　蓉子 364-5758 寺町／中町／江戸町

氏　名　（敬称略）

富
田
一
色

加藤　勝良

川村　一江

岡田　愛子 365-1209 東洋町／緑町/千歳町

365-2918 錦町／新栄町／松原サニーハイツ

364-0706

中村　徹

森　隆利

電　話 担　　当　　地　　域

天
カ
須
賀

注意！ リンク元
こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

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、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！！

【主なイベント日時・内容】

※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 ☎330‐5020 FAX 334-0606

HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

所在地：東新町26番32号 橋北交流会館4階

【問合せ】 健康福祉課 ☎ 354-8109 FAX 359-0288

【日時】 5月12日（水） 13:30～15:00

【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

イキイキ教室

5月25日 10:00～11:00 てづくり広場 対象：保護者

（火） かんたんな制作をしながら、保護者同士
交流しましょう。

定員：先着8組

持ち物：おもいでの写真2・3枚

5月23日 15:30～16:30 シッティングバレーボール 対象：小学生

（日） パラリンピックの正式種目、シッティン
グバレーに挑戦してみよう！
動きやすい服装できてね。

定員：先着18名

5月16日 10:00～11:30 ダンボールハウスづくり 対象：小学生とその家族

（日） 12:30～14:00 定員：6グループ

15:00～16:00

入って遊べる大きな家、お人形と遊べる
小さな家など、ダンボールを切ってつな
げて自由に「家」をつくろう。
※作った作品は持ち帰ります。

　　　（1グループ最大5名）

持ち物：軍手

5月11日

（火）

9:30～11:00

※受付終了時間

10:30

赤ちゃん広場

体重測定や助産師に発育相談ができます。

対象：0～18ヶ月、出産予定の人

定員：先着10組

持ち物：母子手帳・バスタオル

注意！ リンク元

《富洲原地区の民生委員・児童委員、主任児童委員》


