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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/

「科学工作教室」
②暗闇で光る星座うちわ

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

【実施日時】10月６日(水）11:00頃から数分程度

【試験放送内容】

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。

●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

●以降の試験放送については、令和４年２月16日(水）11:00 頃に予定しています。

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

【問合せ】危機管理室 ☎ 354-8119

口座振替で‼
納税は、便利で安心な

【問合せ】収納推進課

☎ 354-8141 Fax 354-8309

９月10日～16日 は自殺予防週間です

「科学工作教室」
①星の形の立体折り紙

８／３ ９:００～１０:００ 参加者 6 名

新型コロナウイルス感染予防のため、定員を少なく、開催時間も短くしての開催と

なりました。いろいろと制約の多い中、参加者の皆さん、そしていろいろな工夫をして

子どもたちを楽しませてくれた講師の方、本当にありがとうございました。

８／３ １０:３０～１２:００ 参加者 ７ 名

コロナ禍の今、

たくさんのお友達

とは集まれないけ

れど、工作は楽し

いですね♪

◆ 本市が「三重県まん延防止等重点措置」の指定地域となったため、下記の二つの教室は中止となり

ました。来年の夏休みこそは、たくさんの子どもたちに楽しんでもらえるよう願っています。

「星空教室」(北部児童館共催事業)８/20 ・ 「プログラミング教室」8/26

「まっちゃんの子育て無料相談」 を開催します！
～ 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（ 9月20日(月)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】 9月25日（土） 13:00～17:00

【場 所】 富洲原地区市民センター1階 和室
まつなが たかひろ

【相談員】 松永 高弘さん（クペリ代表理事・所長、あおい幼稚園園長）

【主 催】 一般社団法人子ども子育て・教育研究所 (クペリ)

【後 援】 公益財団法人ささえあいのまち創造基金 ＜ささえあい基金の寄付

で運用しています＞

【連絡先】 ☎090-9184-7088  E-mail: info@cperi.net

※コロナの感染状況により中止することもありますのでご了承ください。

クペリHP

QRコード

三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止決定について
国内及び三重県内の新型コロナウイルス感染症の急激な拡大が続く等の理由により、

８月２５日に第21 回全国障害者スポーツ大会の開催中止が、２６日に第76回

国民体育大会の開催中止が正式に決定しました。観覧等を楽しみにしていただいた

皆さんには、このようなこととなり、申し訳ありません。

【問合せ】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事務局

（国体推進課内） ☎ 340-0234

放 送 機 器 放 送  ・  吹 鳴 内 容

　市内全て(※）の防災行政無線(固定系）屋外拡声子局、
ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市Sアラートから一斉に
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　　)
　　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」×３
　　　　　　「こちらは、こうほうよっかいちです。」
　　　　　　下りチャイム音(♪ピンポンパンポン　　)

防災行政無線
（ 固定系 ）

←

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全国の自殺者数は 昨年７月以降増加傾向となっ

ています。自殺防止のための行動として次の4つのポイントが重要です。

① 気づき： 普段と違う変化に気づき、声をかける

② 傾 聴： 本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

③ つなぎ： 早めに専門家に相談するよう促す

④ 見守り： 温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

【こころの相談窓口】誰にも話せないつらいことがあれば、気軽にお電話ください。

家族からの相談も受け付けます。

【問合せ】 保健予防課 ☎352－0596



口座振替で‼ ☎ 354-8141 Fax 354-8309

本市が運営する中央老人福祉センター(日永東一丁目)と、西老人福祉センター(西坂部町)は、開設

から40数年もの長きにわたり高齢者の皆さんに健康増進やレクリエーション等の機会を提供してき

ました。

その間、本市では少子高齢化が著しく進むことなどによって、介護予防や認知症等に関する様々

な課題が生じてきています。このように、老人福祉センターの開設当時と現在では高齢者を取り巻

く状況が大きく変化していることや、老朽化する施設の状態を考慮すると、市としては公的施設と

しての老人福祉センターの役割を見直す時期に来ていると考えています。

これらのことを踏まえて、このたび西老人福祉センターを閉館し中央老人福祉センターを新たな

介護予防等拠点施設としてリニューアルする運びとなりましたのでお知らせします。

◆中央老人福祉センター(日永東一丁目)

・令和4年8月末(予定）をもって一時休館。令和5年3月までの予定で改修工事を実施

・令和5年度当初に介護予防等拠点施設としてリニューアルオープン

※新たな施設は、従来の老人福祉センターとは異なり、介護予防機能と認知症支援機能を備えた

施設とし、入浴等のレクリエーション施設は整備しない予定です。

◆西老人福祉センター(西坂部町)

・令和5年1月末(予定)をもって閉館

【問合せ】 高齢福祉課 ☎ 354-8170

中央老人福祉センター改修工事による一時休館・リニューアルと

西老人福祉センター閉館のお知らせ

ヘルスリーダーは、四日市市が養成している介護予防のボランティア団体です。

20～80歳代の150名を超えるヘルスリーダーが協力し合い、主に高齢者を対象として、地区市民

センター等の身近な場所で運動やレクリエーションを行っています♪

【日 時】10月29日、 11月5日・12日・19日・26日

全5回シリーズ（いずれも金曜日 14:00 ～ 16:00）

【会 場】なやプラザ 第3音楽室（蔵町4-17）

【対 象】受講後にヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる方
あらふか ひろき

【講 師】日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 荒深裕規 さん

【内 容】介護予防に関する講義や運動の実習など

【定 員】15名程度 ※応募多数の場合は抽選

【参 加 料】無料

【持 ち 物】マスク、飲み物、中履き、運動しやすい服装でお越し下さい。

【申 込 み】10月15日(金）(必着)までに、講座名・郵便番号・住所・名前(ふりがな)・年齢・電話

番号を、はがき・電話・FAXのいずれかの方法で申込先へお知らせいただくか、ホーム

ページの申し込みフォームまたは下記QRコードからお申し込みください。

【そ の 他】発熱や咳などの風邪症状がある方、基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを心配される

方は参加をお控えください。

また、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合がございます。

【申 込 先】高齢福祉課 〒510-8601 諏訪町1-5

☎ 354-8170 FAX:354-8280

※ホームページからの申し込み

－ 地域デビューの入り口は、体のことから －

「介護予防ボランティア ヘルスリーダー養成講座」のご案内

または

生活排水課では、生活排水を適正に処理していただくように啓発を行っています。

この一環として、下水道の普及促進をテーマとしたポスターコンクールを実施しており、受賞者の

方の作品を、下記の場所で掲示しています。

小学生の作品を、ぜひご覧ください。

【日 時】９月１４日(火）から１９日(日）まで

【時 間】営業時間内

【場 所】イオンタウン四日市泊 1階イベント広場

【問合せ】上下水道局 生活排水課 水洗化普及係

☎ 354-8221

毎年、素晴らしい作品

の応募があるよ！

ぜひ見に来てね

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源にコミュニティ活動に対し助成を行って
います。令和４年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。

●助成対象団体
コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体。ただし、地域に密着し

た団体であっても、特定の目的で活動する団体は対象外。また宗教団体、営利団体、地域に密着
しているとは言いがたい団体等についても対象外）・自主防災組織

●募集する事業
①一般コミュニティ助成事業

（コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備、祭り用品、集会施設の備品などの購入）
②コミュニティセンター助成事業（集会施設の建設、大規模修繕）
③青少年健全育成助成事業（主として親子で参加するスポーツ・レクリエーション活動、文化・

学習事業など)
④地域防災組織育成助成事業（自主防災組織等が防災活動のため整備する資機材などの購入）

●募集期間（書類提出期限）
①②③については ９月３０日（木）17:15 までに市民生活課にご提出ください。
④については １０月８日（金）17:15 までに危機管理室にご提出ください。

※ 助成する事業の採択は一般財団法人自治総合センターが決定します。

申請すれば必ず採択されるものではありませんので、予めご了承ください。

※ 助成決定は令和４年３月末頃の予定

※ 制度の詳細は、自治総合センターのホームページをご覧ください。

http://www.jichi-sogo.jp/

自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集

ペットの飼育に気配りを！ ～ご近所に迷惑をかけていませんか？～
◆におい・フン尿に注意！

〇 散歩中のフンは必ず持ち帰り、可燃ごみとして処理してください。

〇飼育場所の周囲は清潔にしましょう。

〇たくさん動物を飼うことが周辺のみなさんからの苦情の原因となることがあります。

広さや場所などの飼育環境も十分考えましょう。

◆犬の放し飼いは禁止です！！

〇三重県動物の愛護及び管理に関する条例で犬の放し飼いは禁止されています。

散歩も綱などにつないで行ってください。

みんなでルールを守り、住みよい地域にしましょう


