令和元年 9 月 5 日号
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/

富洲原地区老人クラブきらく会

『伊勢湾台風殉難者慰霊献花式』
のご案内

会員の健康づくりと親睦を図るため、次のとおり大会を開催します。
どうぞ！お気軽にご参加ください。

今から６０年前の昭和 34 年 9 月 26 日に本市は災害史上
最大の風水害といえる伊勢湾台風に見舞われ、110 余名の尊
い生命と多くの住家・財産が奪われました。
この災害で犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするた
め、下記のとおり献花式を執り行います。

日
場

☎３５４－８１０９

問合せ・申込先

9 月 26 日（木）８：４５～９：１５

場

所

富田一色海浜緑地公園内
伊勢湾台風殉難慰霊碑前
（小雨決行。雨天の場合はふれあいホールにて行います。）

催

問合せ

1０月４日（金）9：30 開始 〈雨天の場合 1０月８日(火)〉
（参加受付、集合 9：00）
所 松原公園

健康福祉課

時

主

時

試合方法 ・個人戦で２ゲームを行います。
・専用のクラブとボールを使用して、16 ホールを何打でホール
アウトするか競います。
表
彰 男女別 1～3 位・ホールインワン賞があります。
そのほか、参加賞と抽選会の賞品を用意しています。
参 加 費 無料
申 込 み ９月２５日（水）までに、富田一色・天カ須賀・松原の各きら
く会会長へお申し込みください。
主
催 富洲原地区老人クラブきらく会

日

四日市市

≪富田一色≫
≪天カ須賀≫
≪松
原≫

伊勢湾台風殉難慰霊碑

水谷
尾子
黒田

武彦
正昭
公雄

☎３６４-０８５９
☎３６４-５７５８
☎３６５-６４７８

地区文化祭（11/2 開催）一般作品の募集!!

ふれあい料理教室に
参加しませんか！

地区文化祭で、皆さんの作品を富洲原小学校体育館に展示しませんか？

日

時

９月２１日(土)10：00～
＜申込不要＞

場

所

富洲原地区市民センター 2 階調理室

持ち物

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

初めての方大歓迎！！
毎月第 3 土曜日に開催します。

回
覧

富洲原地区市民センターの新刊図書

グラウンドゴルフ大会 開催のお知らせ

募集対象

一般作品 お一人 2 点までとさせていただきます。
（名札は各自でご準備ください）
申込締切 9 月 27 日（金）※申込用紙は団体事務局にあります。
搬入日時 11 月 1 日（金）１７：００～１８：３０まで
※16：00 から会場準備を行いますので、お手伝いをお願いします。
搬出日時 11 月 2 日（土）１５：３０～１６：００まで
※舞台発表の終了時間により搬出時間は変更する場合があります。
※搬出後は会場の後片付けのお手伝いをお願いします。

おしりたんてい
かいとう ねらわれた はなよめ

トロル

おしりたんてい

トロル

カレーなるじけん

でんでんむしのかなしみ

新美 南吉

医者が考案した「長生きみそ汁」

小林 弘幸

樹木希林１２０の遺言
死ぬときぐらい好きにさせてよ

樹木 希林

むらさきのスカートの女

今村

うず

い も せ や ま お ん な ていきん

たまむす

渦 妹背山婦女庭訓 魂結び
ノーサイド・ゲーム

大島

夏子
真寿美

池井戸 潤

妻のトリセツ

黒川 伊保子

７０歳のたしなみ

坂東 眞理子

平場の月

朝倉 かすみ

三千円の使いかた
かみさまは小学 5 年生
ののはな通信

原田 ひ香
すみれ
三浦 しをん

図書の貸出期間は２週間。
お一人５冊まで。＜新刊は 1 家族 3 冊まで＞

出展作品は、係員の指示に従い、各自で展示及び片付けをお願いします。
申込み・問合せ

富洲原地区団体事務局 TEL／FAX 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

８／１８ 夏まつり抽選会が開催されました！
７／２９ 10:００～12:００
ハガキぐらいの大きさの小さな森を作製 参加者１３名

台風６号の接近で中止となった「夏まつり 201９in 富洲原」に代わる催しとして、
「夏まつり抽選会」が開催され
ました。
午前 10 時の手づくりお店の開店と同時に、会場の富洲原小学校講堂には２５０人もの子どもたちが集まりました。
抽選会では、１等商品「自転車」の当選者が発表されると、会場は大いに盛り上がりました。

みんなの素敵な森ができました！

8／1 １０:００～１１:３０
紙皿で風車を作製 参加者８名

くるくる勢いよく回る風車のほか、いろ
んな工作を教えてもらいました。

『富洲原地区老人クラブきらく会』と『富洲原中学校』の皆さん
花火大会後の清掃ボランティア活動ありがとうございました！
8 月２５日の四日市花火大会の開催に際し、地域の皆さんには、交通規制をはじめ大会運営など
８／3

10:0０～１２:００

参加者２３名

上手にできるかな？

メニュー

上手に
できて、
おなかも
いっぱいに
なりました。

・とうふクリームの
パングラタン
・大豆とトリむね肉の
元気サラダ
・にんじんポタージュ
・牛乳ココアプリン

でご協力いただきありがとうございました。
また、翌２６日の朝７時から約２時間、
富洲原地区老人クラブきらく会の有志
約 150 名、富洲原中学校 約 180 名の
皆さんには、清掃ボランティアとしてゴ
ミ回収にご協力いただきました。
暑い中、ありがとうございました。

８／６

14:００～16:0０

参加者６名

・キュマちゃん

令和２年度 一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集

救出作戦
・いざという時の
ロープワーク

宝くじ収入を財源にした、コミュニティ活動に対する助成事業です。
令和２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。
いざという時に役立つ体験が、いっぱいできました！

(北部児童館共催事業) ８／９ １９:３０～２１:００
「きらら号」と「ほしたまご」が来てくれました！ 参加者５６名
土星の輪も見えました！
きらら号

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）・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
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業

説明に聞きいるみんな

④地域防災組織育成助成事業
書類提出期限

①②③については、９月３０日（月）までに市民生活課へ
④については、１０月１１日（金）までに危機管理室へ

※制度の詳細は、一般財団法人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/

