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◆ 着任 ◆ よろしくお願いします。

【富洲原中学校】 教頭 渡辺 由紀 （保々中学校より）

【富洲原小学校】 教頭 柳川 洋史 （日永小学校より）

【富洲原保育園】 園長 末藤 由美 （羽津保育園より）

【富洲原地区市民センター】 副館長 佐藤 晋一 （健康福祉部保護課より）

【富洲原地区市民センター】 窓口担当 鈴木 厚志 （こども未来部こども未来課より）

◆ 転任 ◆ お世話になりました。

【富洲原中学校】 教頭 近藤 めぐみ （西笹川中学校へ）

【富洲原小学校】 教頭 東 せい （橋北小学校 校長 へ）

【富洲原保育園】 園長 平野 順子 （こども未来部 保育幼稚園課へ）

【富洲原地区市民センター】 副館長 藤枝 ひろみ （市民文化部市民課へ）

【富洲原地区市民センター】 新補助員 川合 富美代 （富田地区市民センターへ）

富洲原地区ホームページ http://tomisuhara.net/

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

富洲原地区の職員異動

納期限は

４月３０日(金)です。
固定資産税・都市計画税

（ 第１期 ）

「まっちゃんの子育て無料相談

～一人で抱えずに不安を話してください！～」
乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、

引きこもりなどの相談を 事前予約制（4月26日締め切り）で受け付けます。

詳しくは、直接、下記連絡先へお問い合わせください。

【日 時】 4月29日（木・祝）13時～17時
【場 所】 富洲原地区市民センター1階 和室

【相談員】 松永 高弘さん（クぺリ代表）
【主 催】 一般社団法人子ども子育て・教育研究所（クペリ）
【連絡先】 ☎ 090-9184-7088 E-mail: info@cperi.net クペリHP QRコード

富洲原地区人権教育推進協議会の新刊図書

わたなべ ゆき

やながわ ひろし

すえふじ ゆみ

さとう しんいち

すずき あつし

こんどう

あずま

ひらの じゅんこ

ふじえだ

かわい ふみよ

まつなが たかひろ

三重県警察によると、市内で市役所職員等を名乗る「還付金詐欺」の電話が相次ぎ、被害が発生し

ています。また、令和2年中の三重県下における特殊詐欺の被害額は約４億円に上り、令和元年の被

害額（約1億円）を大幅に上回りました。

こういった特殊詐欺による被害を事前に防止するには、「自動通話録音警告機」が有効です。これ

は、固定電話に接続して使用する機器で、電話の呼び出し音が流れる前に、発信者に対して警告メッ

セージを流したうえで、通話を録音することができます。

「自動通話録音警告機」は、三重県警察で“無料”貸し出しを行っていますので、

貸出を希望される方は、お住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にお問い合わ

せください。

北警察署 ☎366-0110

南警察署 ☎355-0110

西警察署 ☎394-0110

【問合せ】市民生活課 市民・消費生活相談室（市役所１階）

☎354-8264（受付は 平日9:00～12:00、13:00～16:00）

まだまだ多い特殊詐欺！ 不審な電話等にご注意ください !!

図書の貸出期間は ２週間。

お1人 5冊まで。

※ ただし、下記の新刊は

1家族 3冊まで。

精神科医が教える ストレスフリー超大全 樺沢　紫苑

「一人で生きる」が当たり前になる社会 荒川 和久・中野 信子

気がつけば、終着駅 佐藤　愛子

コロナという「非日常」を生きる 曽野　綾子

「繊細さん」の幸せリスト

武田　友紀わたしは繊細さん

武田　友紀

武田　友紀

「繊細さん」の本

マンガでわかる自己肯定感 中島　　輝

その言い方は「失礼」です！ 𠮷原　珠央

　図　　　書　　　名 著　　者

人は話し方が9割 永松　茂久

言いかえ図鑑 大野　萌子

入門・やさしい日本語 外国人と日本語で話そう 吉開　章

多文化共生社会に生きる―グローバル時代の多様性・人権・教育 李　修京

〈やさしい日本語〉と多文化共生 庵　功雄

まんが クラスメイトは外国人 課題編 「外国につながる子どもたちの物語」

―私たちが向き合う多文化共生の現実 編集委員会

地方発 外国人住民との地域づくり―多文化共生の現場から 徳田　剛

いっしょに考える外国人支援―関わり・つながり・協働する 南野　奈津子

やさしい日本語のしくみ 改訂版：日本語学の基本 庵 功雄・日高水穂・前田直子 他



４月３０日(金)です。（ 第１期 ）

🌷 お忘れ物について 🌷
富洲原地区市民センターで、お忘れものをお預かりしています。 お心当たりのある方は、４月末までにお知らせください。

◆お忘れ物(３月30日現在) ◆ 帽子(茶色)・バッグ(デニム生地)・バッグ(黒 スリッパ入)・コルセット(黒)・ポーチ(すみっこぐらし)・ストラップ(鈴付)・ハンカチ・印鑑・ 鍵 等

【問合せ】富洲原地区市民センター ☎365-1136

公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽を適正に維持管理している方

を支援するため、補助金を交付しており、令和３年度より補助金を増額します。

〈 交付条件 〉

● 専用住宅または併用住宅（併用住宅には条件あり）であること

● 補助対象区域（公共下水道等の供用区域外）にお住まいであること等

※その他、合併処理浄化槽設置補助制度も補助金額を改定しました。

【問合せ】上下水道局生活排水課浄化槽指導係 ☎ 354-8402

合併処理浄化槽維持管理補助制度改正のお知らせ

浄化槽法に基づき行っていただく維持管理

法定検査の結果が

「適正」「概ね適正」の場合

支援しています

機器保守点検

浄化槽清掃

法定検査

補助金申請

変　更　前

10～50人槽 12,000円

人 槽 補助金額

5～6人槽 7,000円

7～9人槽 9,000円

変更後

補助金額

12,000円

14,000円

17,000円

４月１日以降に、法定検査

受検した人が対象だよ！

締め切りは、

令和４年３月３１日だよ！

（令和３年度 四日市市地域防犯活動支援事業補助金）
地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の購入な

どに対して予算の範囲内において補助金を交付します。

【補助対象経費】活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費等

【補 助 額】 補助対象経費の９／10以内（上限10万円）

※ドライブレコーダーにかかる経費の補助上限額は、

1台につき1万円（ただし、青パト団体に限ります）

百円未満の端数は切り捨て

【応募締切】 ５月７日（金）

【申請方法】 お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出

【そ の 他】 補助対象経費など詳しくは、市民協働安全課までお問い合わせください。

【問合せ】市民協働安全課 ☎ 354－8179

地域での自主防犯活動を支援します！

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を
行う音楽コンクールを開催します。

【本 選】 10月17日(日) 文化会館第１ホール

【司会・進行】 青島広志さん

【応 募 資 格】 家族による２人以上のアンサンブル(合奏・合唱)で、ジャンルは問いません。

【参 加 料】 １グループにつき2,000円

【応 募 方 法】 応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募

資料を下記実行委員会まで送付してください。

ホームページからも応募できます。

【締 切 り】 7月15日(木)（必着）

※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。

募集要項は、文化振興課、文化会館、

各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでも

ご覧いただけます。

【申込み・問合せ】 全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（文化振興課内）

〒510-8601 諏訪町1-5 ☎ 354-8239 Fax 354-4873

ホームページ https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/

メールアドレス concours@city.yokkaichi.mie.jp

きょか

「炬火の採火イベントを開催します！！」

三重とこわか国体・三重とこわか大会で選手を見守るシンボルとなる炬火の火をおこす採火イベン

トを開催します。当日は、昔の人が火おこしに使用した『マイギリ』を使って採火をします。

【日 時】 4月18日(日) 1１:00～17:00まで

【定 員】 先着48名（小学生以下は保護者同伴）

【場 所】 イオンモール四日市北レンガ棟前

【参加方法】当日10時と13時にレンガ棟前にて整理券を配布します。

※ 詳細は三重とこわか国体・三重とこわか大会四日市市実行委員会

のホームページをご覧ください。

【問合せ・事務担当】国体推進課 山口、徳原

☎ 354-8462 FAX 354-8338

炬火とはオリンピックの聖火に

あたる火のことだよ!!

あおしま ひろし


