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富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

10 月 28 日（火）
、四日市市文化会館で「四日市市自治

会長大会」が開催されました。
自治会長として永年勤続し、地域の発展、住民の福祉向
上に尽力し、市政の円滑な運営に寄与された
として 5 名の方が表彰されました。
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健康な食生活

日 時

11 月 10 日(月)

場 所

富洲原地区市民センター

対 象

おおむね 65 歳以上の方

持ち物

筆記用具・タオル・飲み物・動きやすい服装

申 込

申込不要（当日、直接会場へ）

自治会
法 人

富洲原小学校の音楽教育・綴方教育・市内に誇る大講堂。四日市
市内では富洲原小学校だけ続いている三錨会（同窓会）。富洲原中学

１,０７２,８００円
３１５,０００円
のご協力をいただきました。
ありがとうございました。
富洲原地区社会福祉協議会

校の学習内容・授業形態・部活動。富洲原町立実科女子校の特色。
暁学園の誕生と歩みについての話です。子どもの頃を思い出して童
心に戻ってみませんか？
１１月１６日（日）10：00～

場 所

富洲原地区市民センター ２階大会議室

対象者

富洲原の歴史に関心のある方

講 師

平田 昂(たかし)さん（天カ須賀）

申 込

市民センター窓口又は電話でお申込みください。

問合せ

富洲原地区市民センター 365－1136

問合せ

四日市市北地域包括支援センター 365-6215
天カ須賀在宅介護支援センター

361-5361

富洲原在宅介護支援センター

366-2600

11/23（日・祝）9：00 開始
＜雨天の場合１１/３０（日）＞

場 所

富洲原小学校

運動場

＊ヘルスリーダーによる体操もあります。
ちょっとした、おやつもでます！
チーム編成

お一人でも参加できます。
小学校 3 年生までは保護者同伴

申込み

11/17(月)までに団体事務局へ申し込んでください。
＊申込書は団体事務局（市民センター内）にあります。

富洲原保育園の施設看護師（臨時職員）を募集します。
資

格

看護師資格

募集人数

１人

勤務日時

8：30～17：15
月曜日～金曜日

賃

金

子育て世帯臨時特例給付金

時給 1,281 円（通勤費は、規定に基づき別途支給）
※その他、詳細は富洲原保育園へ

昭和初期の富洲原小学校校舎玄関

2 階大会議室

＊参加される際、緊急連絡先の分かるものをご持参ください。

日 時

特色ある教育・三錨会の話です。

日 時

10:00～11:00

富洲原地区では
１,３８７,８００円

シリーズ富洲原の歴史散歩第４回は「富洲原の教育」がテーマで

富洲原尋常小学校校庭風景

内 容

応募・問合せ

富洲原保育園 （伊藤）365－0994

臨時福祉給付金

受付期限

平成 26 年 1１月 28 日

受付期限

平成 27 年

１月 30 日

※ 期限までに受け付けを済まされないと、支給対象で

回 覧

あっても臨時給付金が支給されませんので、
ご注意ください。

１０月２６日（日）、３５チーム１１１名が
参加し、松原地区を歩きながら清掃したり、
クイズに答えて合計点を競い合いました。
ゴール後はビンゴゲーム大会で大いに盛り
上がりました。
青年海外協力隊の
みなさん

富洲原中学校で、「海外での生活を通じ、異文化に
触れ感じたこと」をテーマに講演会がありました。
キルギス共和国、セネガル、ウガンダ共和国、サモアの
４つの国でボランティア活動をした青年海外協力隊の
４人の話をグループ別で聞きました。言葉や文化の違い
などいろいろな大変なこともあったそうですが、２年間
を通して、家族・友達の大切さ、日本の教育・文化・
技術のすばらしさなどを改めて実感したそうです。

富洲原地区社会福祉協議会 青少年部 主催

１０月２２日（水）
、講師に平出恒志さんを迎えて、
「第２回ダンボールコンポスト講座」を開催しました。
受講者の方から、コンポスト化・生ごみを投入するときに
どんなものを入れていいかなどの質問が出ました。
ごみを入れるときに切って入れたり、加熱して入れると
分解が早くなり、臭いもほとんどしないそうです。
講師の平出さんが作ったコンポストを使って、野菜を育て
たパネルを見せていただき、スイカは美味しく出来て、
白ゴーヤは苦味がなくミックスジュースにしたら美味し
かったと語っていました。２週間後はフォローアップ講座
です。出来具合が楽しみですね。
三重県では、弁護士、司法書士、ファイナン

主催：富洲原中学校ＰＴＡ

シャルプランナー等による「お金に関する無料

共催：富洲原地区人権教育推進協議会

相談会」を開催します。相談は無料で、秘密は

富洲原地区まちづくり推進協議会

厳守しますので、お気軽にご相談ください。
1０月２５日（土）、小学校体育館で富洲原地区社会福祉
協議会

福祉部主催の地区敬老会が開催されました。子ど

日 時

もたちの踊りや歌・マジックショーなどの楽しい舞台や
お楽しみ抽選会で楽しいひと時を過ごしました。
金賞

銀賞

「この命 ひとつひとつが たからもの」
富洲原中学校２年 伊藤 佳澄さん

銅賞

１１月１５日（土）
１０：００～１６：００

場 所

資産税課 家屋係
３５４－８１３５、３５４－８１３８

三重県四日市庁舎

・クレジット・住宅ローンなど借金の返済に
関する相談

富洲原幼稚園児・保育園児の
踊りと歌

富洲原小学生の代表児童
から「お祝いの言葉」を
記した手紙が贈られました

・保険、年金、老後の生活設計、相続、
生活福祉資金の貸付等お金に関する相談
・こころの健康相談

「つなげよう 優しいひとこと 絆の輪」
富洲原中学校３年 中森 夏帆さん

マジシャンによる
マジックも披露

お楽しみ抽選会で
大盛り上がり！

技するスポーツです。運動の苦手な人でも簡
単に出来る２人１組で行う競技です。子育て
が一段落した方や、少し運動をしたいと思わ
れる方、運動が好きだけどなかなか機会のな

申込方法

事前予約制

い方など一度見に来てください。男性・女性・

予約してください。

「認めよう みんなの個性 大切に」
富洲原中学校３年 出射 紬未さん

１５センチの大きさのボールを手で打って競

１５名（先着順）

に下記申込先に電話で連絡し、事前に時間を
北部児童館の子どもたちの踊り

タスポニーはやわらかいスポンジの直径

受付人数

・相談を希望される方は、開催日の３日前まで

富洲原地区人権教育推進協議会

問合せ

相談内容

「自分から ふみだす勇気が なくす差別」
富洲原中学校３年 松井 さきのさん

１１/１・２ 文化祭の時に展示しました

家屋を取り壊したときは、資産税課 家屋係
までご連絡ください。物置や車庫など、小さな
建物であってもご連絡をお願いいたします。

（四日市市新正４丁目２１－５）

「気づかない 見てみぬふりも いじめだよ」
富洲原中学校１年 久保 希美さん
「思いやり ひとりひとりの 心がけ」
富洲原中学校１年 村田 来未さん

あさけプラザ文化団体加盟サークル会主による
共演をお楽しみください。
日 時：１１月３０日（日）
開 演：１２：３０～（開場 １２：００～）
場 所：あさけプラザホール
入場料：無料
出演サークル
けんしょうほう
じ こ う かん
彩の会、楓会、兼 照 峰会、剣詩舞道治晄舘、
ぎく
しゅうおう
しょうせん
せん え み
ささ菊会、 秋 桜会、 松 扇会、扇恵美会、
つね み
ばいじゅ
恒美会、梅寿会、みつ美会、わかな会
（五十音順）
主 催：地域総合会館あさけプラザ運営協議会
（四日市市・菰野町・朝日町・川越町）
共 催：あさけプラザ文化団体
問合せ：あさけプラザ ３６３－０１２３

・なお、事情のある場合は当日の来訪も受け付

小学生どなたでもできます。
※テニス・卓球をしていた方ならルールも
同じですので、すぐにできます。
練習日

毎週月曜日
１９：３０～２１：００

けますが、相談者多数の場合は予約の方を

場 所

富洲原小学校 講堂

優先します。

服 装

スポーツシューズ・運動できる服装・

申込み・問合せ
三重県環境生活部交通安全・消費生活課
０５９－２２４－２４００

タオル・水筒（水分補給）
問合せ

森

３６５－８６６５

島津 ３６４－７３３０

