令和元年 11 月 5 日号
富洲原地区市民センター

３６５－１１３６

富洲原地区団体事務局（センター１階） ３６５－１１７４

３６５－１１３７

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

北部ブロック駅伝大会の選手募集！
お正月用

3 月８日（日）富双緑地で北部ブロック駅伝大会が開催されます。

寄せ植え教室

富洲原地区から 1 チーム１０名で２チームが出場します。
（小中学生を含む）

お正月用に、葉ボタンを使用した素敵な寄せ植えを
楽しみましょう！

日

時

１２月１２日（木）14:00～

場

所

富洲原地区市民センター
2階

講

師

員

２０名

催

四日市市スポーツ推進委員連絡協議会
北部ブロック

共

催

四日市市北部ブロック連合自治会
11 月 1８日（月）までに
富洲原地区団体事務局へ（365－1174）

園芸デザインコース

橋本 麻美 先生 と 生徒の皆さん
定

主

申込み

大会議室

四日市農芸高校

１０・20・３０・４０代の男女を募集します。

※定員になり次第、締め切ります。

参加費

７００円（当日徴収）

申込み

富洲原地区にお住いの方優先に、

みなさん知っていましたか？
警戒レベル４で全員避難です！！
警戒レベル

避難行動等

避難情報

11 月 15 日(金)から 11 月 29 日(金)までの期間、
センター窓口または電話で受け付けます。
持ち物

災害発生情報

・園芸用手袋や軍手など

役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に
関して分からないことなどはありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相
談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務
や、国が関わっている県・市などの業務に対する困
り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中
立的な立場から、必要に応じて、関係行政機関にあ
っせんを行います。そして、その解決や実現の促進
を図るとともに、行政の制度・運営の改善に生かす
制度です。
毎月第３火曜日に市役所１階市民相談コーナーで
行政相談を実施していますが、１１月は大矢知地区
市民センターでも実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の
仕事について、お気軽にご相談ください。

日

時

１１月１９日（火）

所

１３：００～１６：００
大矢知地区市民センター 和室

（市町村が発令）

場

・直径２５～３０㎝程度の鉢(プラスチック製)

避難指示（緊急）、避

を持ち帰るため、必要な方は持ち帰り用袋。
問合せ 富洲原地区市民センター

困ったら 一人で悩まず
行政相談

（※大矢知地区以外の方のご相談にも応じます）

難勧告（市町村が発令）

☎３６５-１１３６

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民
避難準備・高齢者等避

間有識者で、皆さんの身近な相談相手です。ご相談

難開始（市町村が発令）

は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

ふれあい料理教室に参加しませんか!?
注意報等

日

時

１１月１６日(土)10：00～
＜申し込み不要＞

場

回
覧

所

（気象庁が発令）

初めての方大歓迎!!
毎月第 3 土曜日に
開催します。

材料費 600 円、エプロン、三角巾

問合せ

食生活改善推進協議会
伊藤 ☎３６５-６６９９

市民・消費生活相談室
☎３５４－８１４７

９）

早期注意情報
（気象庁が発令）

富洲原地区市民センター 2 階 調理室

持ち物

問合せ

納税は、便利で安心な
【問合せ】
北消防署
☎３６５－５３２５
危機管理室 ☎３５４－８１１９

口座振替で‼
問合せ
収納推進課

☎ 354-8141
Fax 354-8309

２回目の
サイレンで
避難開始！

10/14（月・祝）
『第３回とみすはら大運動会』が
開催されました！
台風１９号の影響で開催が危ぶまれ、開催
当日も多少の雨が残る中、およそ 1,200 人
もの参加者が四日市ドームに集い、「おやつ
競争」や「グラウンドゴルフリレー」のほか、
「地区対抗綱引き」「大玉転がし」などの競技
に汗を流しました。
お昼休憩には、富洲原小学校の先生方による「先生バンド」と、
「ソーランクラブ」による見事なパフォーマンスで会場は大いに盛
り上がりました。
実行委員会はじめ、自治会や各種団体の皆さん、そして参加され
たすべての皆さん、大変お疲れ様でした。

10/25(金)富洲原小学校４年生が
富洲原消防分団のお仕事を体験！

２位 蒔田・松寺

３位 天カ須賀②

【小学生女子】１位 富田一色

２位 天カ須賀①

３位 松原②

地区対抗綱引き １位 富田一色

皆さんのご参加をお待ちしています。

あいにくの雨で、運動場での放水訓練はできませんでしたが、
分団の活動について熱心に質問をしたり、防火服の重さを体感し
たり、いざというときに役立つロープワークを教えてもらったり

日

時

11 月 23 日（土・祝）13：30～15：00

と、生徒たちにはいつもと違った社会科の授業でした。

会

場

富洲原地区市民センター ２階 大会議室

分団員の皆さんには、会社勤めや自営業などとご自身も仕事を
されながら日夜、地域の安全に寄与していただいており、今年も
生徒たちに貴重な学習の機会を設けていただきありがとうござい
ました。

対 象 関心のある方ならどなたでも
講 師 在介職員
参加費 無料 ※人数把握のため、参加ご希望の方は、
下記まで電話にてお申し込みください。

申込み・問合せ

【小学生男子】１位 松原①

１位 天カ須賀① ２位 松原②

この機会に、認知症への理解を深めていただけたらと思います。

まで移動させてもらって見学しました。

天カ須賀在宅介護サービスセンター(吉田・一色)
☎３６１－５３６１
または…
富洲原在宅介護支援センター（寺村･石田）
☎３６６－２６００

地区対抗リレー

般】

今年も、認知症サポーター養成講座を開催します。

今年は分団の車庫が工事中で、消防車を体育館近く

地区対抗競技の結果！

【一

認知症サポーター養成講座

３位 富田一色

２位 天カ須賀
子どもを虐待から守るのは

見逃さないで

大矢知興譲小学校

給食パートを募集！

募集職種

小学校給食調理員補助（給食パート）１名

業務内容

給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

勤 務 日

給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）

勤務時間

８：３０～１５：１５（労働時間６時間）

時 間 給

９５０円

（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
申 込 み

応募を希望される方は、

ご案内

帽子（白色）、子ども用上着（青色）、ハンカチ（プーさん柄）
ほか、数点の忘れ物がありました。お心あたりのある方は、
団体事務局 ☎３６５－１１７４まで、ご連絡ください。

応募期間

他人の家のことに
口を出すのは
ちょっと・・・

子どもの SOS

SOS：いつもしかりつける声と泣き声が聞こえる
SOS：子どもに不自然なあざやケガがある
SOS：夜遅くまで遊んでいる。家に帰りたがらない
虐待かどうか

間違いだったら・・・

分からないし・・・

虐待のおそれがあるとき、連絡することは、親子を守り・支援を始めるための
もので、保護者（親）を罰するためではありません。
虐待の早期発見は、子どもを守るだけでなく、虐待してしまうほど追いつめら
れた親も救うことになります。

履歴書を提出してください。

「これって虐待？」と思ったら・・・まずは、
ご連絡・ご相談ください

書類選考のうえ、面接を実施します。

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談

教育総務課（☎354-8236）に電話のうえ、

大運動会の忘れ物

地域の人々の「気づき」です

家庭児童相談室 :

１１月１８日（月）まで

０５９－３５４－８２７６
いちはやく

12 月上旬からの
勤務です。

●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９

