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富洲原地区市民センター ☎365-1136

（ 富洲原地区のホームページから最新のセンターだよりや、バックナンバーも カラーで読むことができます。）

富洲原地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tomisuhara.net/

富洲原地区団体事務局（ｾﾝﾀｰ１階）☎365-1174

納税は、便利で安心な

口座振替で！
【問合せ】 収納推進課

☎ 354-8141

FAX 354-8309

１０月1８日（火）に文化会館で四日市市自治会長大会が開催され、次の方々が
永年勤続表彰（ 5 年）を受けられました。

みずたに みつとし

◆松原 錦町自治会長 水谷 光利 さん

いとう くにあき

◆天カ須賀 北町第一自治会長 伊藤 邦彰 さん

10月16日（日） 人権講演会が開催されました
富洲原小学校講堂にて富洲原地区人権教育推進協議会による人権講演会が３年ぶりに

開催されました。

●感染症対策として、

返却された本は一定

の期間専用の場所に

保管してから本棚に

戻しています。

富洲原地区市民センター
新刊図書のお知らせ

図書の貸出期間は２週間。
お１人 ５冊まで。
〈ただし、新刊は １家族 ３冊まで〉

塞王の楯　　●第166回直木賞受賞 （今村　翔吾）

同志少女よ、敵を撃て （逢坂　冬馬）

赤と青のエスキース （青山　美智子）

夜が明ける （西　加奈子）

ハヤブサ消防団 （池井戸　潤）

そして誰もゆとらなくなった （朝井　リョウ）

落日 （湊　かなえ）

灯台からの響き （宮本　輝）

リバー （奥田　英朗）

たとえば、葡萄 （大島　真寿美）

講師には天カ須賀出身で実業団や大学

で駅伝指導などをされている佐藤 浩さん

をお招きし、ハラスメントについての興味

深いお話をお聞かせいただきました。

会場ではテニスボールを使った実演など

も交え、参加した約60名の方々は大変満

足された様子でした。

さとう ひろし
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富田地区総合防災訓練に伴い、下記の日時にサイレンが吹鳴されます。
ご承知おきいただき、ご理解・ご協力をお願いします。。

・11月 27日（日） 9:00 頃 （雨天決行）
【問合せ】富田地区市民センター ☎ 365-1141

インフルエンザ予防接種料の 一部 公費負担 始まっています！
対象者など詳しくは、健康づくり課にご確認ください。

【期 間】 10月1日（土）～ 令和 5年1月31日（火）

【申込み】 事前に医療機関へお問い合わせください。
【問合せ】 健康づくり課 ☎ 354-8282 FAX 353-6385

市内に設置されている防災行政無線の

試験放送を実施します。
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達試験に伴い、市内 121 箇所全て

の防災行政無線の屋外拡声子局の試験放送を実施します。
併せて、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市Sアラート等からも
一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。

【実 施 日 時】 11月16日（水） 11:00頃から数分程度

【試験放送内容】

【問 合 せ】 危機管理課

☎ 354-8119

E-mail : kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

【連携対象】

市内全域の防災行政無線・テレビ（CTY-L字放送）

緊急告知ラジオ（CTY－FM）・四日市市Sアラート

四日市市安全安心防災メール

四日市市ホームページ、ツイッター、LINE

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。

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

●以降の試験は、右記のとおりを予定しております。《 令和 5年 2月15日 11:00頃 》

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

防災行政無線

高齢者向け

秋の特別消防訓練について
訓練実施にあたり消防車などが出動しますが、火災とお間違えのないようご承知おきいた

だき、ご理解・ご協力をお願いします。災害発生等により中止となる場合があります。。

・11月 11日（金） 8:00～9:00 （雨天決行）

・イオンモール四日市北（富洲原町2-40）
【問合せ】北消防署消防救助第2係（小池・平畠） ☎ 365-5325 FAX 364-6095
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ささいなことも、ぜひご相談ください！気持ちが楽になりますよ。

【日 時】11月27日（日） 9:00～12:00
【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（まっちゃん）〈クペリ代表、あおい幼稚園園長〉

【申込み】事前予約要。11月21日（月）までに。
☎ 090-9184-7088（小﨑）、 E-mail : info@cperi.net

【主 催】一般社団法人子ども子育て・教育研究所（CPERI：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＞
※感染症拡大の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

老人クラブに入って一緒に笑顔あふれる毎日を過ごしましょう♪
高齢化が進む中、身近な地域の中で高齢者同士がつながり､お互いささえあう事が今後ま

すます必要となります。こういった組織に属したことが無い方も気軽に無理のない範囲で参加
してみませんか。老人クラブの多様な活動内容の中には旅行や趣味活動やスポーツなどの楽し
い活動もたくさんあります。

◆ 老人クラブってなに？
老人クラブとは ～地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です～

《 活動の目的 》
・ 仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとと

もに、その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動
に取り組み、明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的とします。

《 組 織 》

・ 日常的に声をかけ合い、歩いて集まることのできる身近な地域で組織しています。

● 入会を希望する高齢者で、おおむね６０歳以上の方であれば、どなたでも入会できます。
老人クラブ連合会へご相談ください。

【問合せ】 老人クラブ連合会 ☎ 346-4066  FAX 345-9305

高齢福祉課 ☎ 354-8455  FAX 354-8280

認知症患者や、その家族を支える地域づくりを目的に！
① 認知症サポーター養成講座 フォローアップ研修
【日 時】●11月18日（金）14:00～16:00

●12月9日（金）14:00～16:00
※どちらの回も同じ内容ですので、ご都合の良い回にご参加ください。

【内 容】認知症当事者の特徴と対応、声掛けの方法など。
【場 所】あさけプラザ 展示会議室４・５
【定 員】40名

【参加条件】これまでに認知症サポーター養成講座を受講した方
※オレンジリングをお持ちの方

② 認知症患者を家族に持つ方の講座
【日 時】11月20日（日）13:30～15:30 なかがわ えりこ

【講 師】公益社団法人認知症の人と家族の会三重県支部代表 中川 絵里子さん
【テ ー マ 】認知症・家族 そして見えてくる本人の気持ち

【場 所】あさけプラザ 展示会議室４・５
【定 員】40名

【問合せ・申込み】①、②とも一般社団法人あした葉（伊世）☎ 090-8325-8816

どちらも参加費無料
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●不動産の売買 ●管理 ●相続 ●土地の境界確定

●建物の耐震補強 ●建物解体 など

○ 子どもへの体罰は法律で禁止されています ○

空き家に関する様々なご相談に各分野の専門家がお答えします。
お困りごとを気軽にご相談ください。

【対 象】 空き家をお持ちの方や、将来空き家を所有する可能性のある方

【日 時】12月17日（土） 10:00～16:00
【場 所】総合会館 ７階第１研修室 （諏訪町２番２号）

【申込み】不要

※ 感染症拡大の状況により相談会を中止または延期する場合があります。
中止または延期する場合は市ホームページにてお知らせします。
会場内ではマスクの着用をお願いいたします。
当日発熱のある方、体調不良の方は入館をご遠慮ください。
来館時窓口にて手指のアルコール消毒をお願いいたします。
お車でお越しの場合は市役所隣の市営中央駐車場へ駐車をお願いします。

【問合せ】都市計画課 ☎ 354-8272

（公社）三重県宅地建物取引業協会 ☎ 059-227-5018

（9:00～12:00、13:00～17:00 土日祝日は除く）

空き家相談会

◆参加団体◆ ・公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会 ・三重県司法書士会

・一般社団法人 三重県建築士事務所協会 ・三重県土地家屋調査士会

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている

状況等を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでに利用されている方で未受講の方

も受講してください。

【 日 時 】12月10日（土）13:00～16:00 (講習会のみの方は 14:40終了)
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

【 場 所 】 三浜文化会館 1 階 創作スペースA・B
【 定 員 】 保育の都合により、20名程度といたします。(先着順に受け付けます)
【申込方法】 電話にてお申し込みください。
【 保 育 】 あり/無料（保育対象：満6か月～）※事前にお申し込みください。
【申込み・問合せ】 四日市市ファミリー・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）

《これらは全て体罰です》

怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言等も、

子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与えます。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！
● 児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談

こども家庭課 :  ３５４－８２７６ いちはやく

● 児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９

・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった


