
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検診内容検診内容検診内容検診内容    日日日日    程程程程    申込締切申込締切申込締切申込締切    時時時時    間間間間    場場場場    所所所所    

胃がん検診 

子宮頸がん検診 

大腸がん検診 

乳がん検診 

(マンモグラフィ) 

    ９／２（火） 

8／７ 

胃がん・・・午前 

子宮頸がん・午後 

乳がん・・・午前・午後 

大腸がん・・午前・午後 

富洲原地区市民センター     ９／３（水） 

９／４（木） 

胸部検診 

（肺がん・結核） 
１０／２８（火） １０／１ 

１０：１５～１０：４５ 富田一色公会堂 

１１：１５～１１：４５ 松原公会堂 

１３：３０～１５：３０ 富洲原地区市民センター 

子宮頸がん検診 

乳がん検診 

（エコー） 

７／２７（日）   ６／３０ 

 

 

 

乳がん・・・午前・午後 

子宮頸がん・午後 

 

 

あさけプラザ 

９／ ７ （日）   ８／１２ 

９／２８（日）   ８／２９ 

１０／２２（水）   ９／２４ 

１１／１１（火） １０／１６ 

１２／１８（木） １１／２６ 

 １／２２（木） １２／２４ 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
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富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター        �３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７    富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）富洲原地区団体事務局（センター１階）    �３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４３６５－１１７４    

ﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコンﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコンﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコンﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコン〉〉〉〉12121212(CTY)(CTY)(CTY)(CTY)�dddd ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾀﾝ    �青青青青�四日市北部四日市北部四日市北部四日市北部�富洲原富洲原富洲原富洲原    富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ    ：：：：http://tomisuharhttp://tomisuharhttp://tomisuharhttp://tomisuhara.net/a.net/a.net/a.net/    

 みなさんは「人権擁護委員」をご存知ですか 

人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で地域や

町のみなさんのため日々、人権相談・人権啓発活動など

に取り組んでいます。人権についてお困りやお悩みの際

は私たちの町の人権擁護委員にご相談ください。 

 

富洲原地区担当の人権擁護委員は、 

萩野 茂男さんです。�３６４－９３９３ 

 

○特設人権相談の実施案内○ 

６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。 

この「人権擁護委員の日」に合わせ、毎年、特設人権相

談を実施します。予約の必要はありませんのでお気軽に

お越しください。 

 

日にち ６月１日（日） 

時 間 １０：００～１２：００ 

１３：００～１６：００ 

場 所 イオン四日市尾平店１階  

東側エスカレーター付近 

問合せ 人権センター �３５４－８６０９ 

松原町八風公園松原町八風公園松原町八風公園松原町八風公園                    １０：１０～１０：４０                        

    

富田一色公会堂富田一色公会堂富田一色公会堂富田一色公会堂                    １３：４０～１４：１０  

    

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター    １４：２０～１５：００ 

あそぼう会あそぼう会あそぼう会あそぼう会    

子育て相談（要子育て相談（要子育て相談（要子育て相談（要    電話予約）電話予約）電話予約）電話予約）    

月～金曜日   

時 間：９：３０～１４：３０ 

 

日の本保育園子育て支援センター 

�３６５－０８４０ 

６/４・１１・１８・２５ 

※いずれも水曜日 

時 間：９：３０～１２：００ 

持ち物：着がえ・タオル、帽子、お茶 

富洲原保育園 �３６５－０９９４ 

３日（火）父の日のプレゼントをしよう 

１０日（火）シャボン玉で遊ぼう 

１７日（火）戸外で遊ぼう 

     （トンネル・フープをくぐろう） 

２４日（火）お誕生会 

     （６月生まれのおともだち） 

※いずれも火曜日 

持ち物：着がえ・お茶・タオル 

時 間：１０：００～１１：３０ 

富洲原幼稚園 �３６５－０６５３ 

 ５月１６日（金）、平成２６年春の褒賞で長年にわたり、

富洲原地区の消防活動に携わり、地域の安心安全の貢献に

寄与されているとして表彰されました。 

申 込 

各地区市民センター窓口 

はがき 

（〒５１０－８６０１ 

 四日市市諏訪町１－５ 

 四日市市役所 健康づくり課 

 成人検診係） 

ＦＡＸ ３５３－６６２５ 

でお申込みください。 

対象対象対象対象年齢や検診費用は、検診のお知らせ（保存版）をご覧ください年齢や検診費用は、検診のお知らせ（保存版）をご覧ください年齢や検診費用は、検診のお知らせ（保存版）をご覧ください年齢や検診費用は、検診のお知らせ（保存版）をご覧ください    

①集団がん検診（胃がん検診、大腸がん検診、集団がん検診（胃がん検診、大腸がん検診、集団がん検診（胃がん検診、大腸がん検診、集団がん検診（胃がん検診、大腸がん検診、    

子宮頸がん検診、乳がん（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ・ｴｺｰ）検診子宮頸がん検診、乳がん（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ・ｴｺｰ）検診子宮頸がん検診、乳がん（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ・ｴｺｰ）検診子宮頸がん検診、乳がん（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ・ｴｺｰ）検診    

････市民センター、あさけプラザなど 

②胸部検診（結核・肺がん検診）胸部検診（結核・肺がん検診）胸部検診（結核・肺がん検診）胸部検診（結核・肺がん検診）    

････市民センター、富田一色・松原公会堂など 

③個別がん検診個別がん検診個別がん検診個別がん検診（医療機関）（医療機関）（医療機関）（医療機関）（胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん（胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん（胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん（胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん））））

あさけプラザ図書館 ６／８（日）～１３（金） 
 
市立図書館      ６／２（月）～１２（木） 
 
楠公民館図書館     ６／９（月）～１３（金） 

特別整理期間のため、休館します。 

ご返却は返却ポストにお願いします。 

問合せ：四日市市役所 健康づくり課成人検診係 �３５４－８２８２  ＦＡＸ ３５３－６３８５ 
 

「ひとりで悩まずにご相談ください」 



地域地域地域地域づくりマイスターづくりマイスターづくりマイスターづくりマイスター養成講座養成講座養成講座養成講座    

市民生活課では、これからの地域づくりを担う

ために必要となる能力等の習得を目的としたマ

イスター養成講座を開催します。 

地域のまちづくりに興味のある方はぜひご受講

ください。特に女性や若年者の応募をお待ちして

います。奮ってご参加ください。 

開催日 7/5・19、8/9、9/27、10/11、 

11/1、12/6（全土曜日） 

時 間 9:30～12:00 

ただし、7/19 のみ 13:30～16:00 

場 所 四日市市総合会館 ７階研修室 

内 容 住民自治や地域づくりに関する講義や

事例紹介、グループ討議、レポート作成

など 

修 了 全７回中、４回以上の出席とレポート提

出で修了証を交付 

定 員 40 名（応募者多数の場合抽選） 

申 込 6/20（金）までに 

問合せ 四日市市役所 市民生活課 

市民活動安全係 （担当：堤、吉田） 

☎354－8179 ＦＡＸ354－8316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理を基本から学びたいと思っている男性のための料理教室です。 

はじめて包丁を持つ方大歓迎！料理の前には、「ちょこっとさんかく教室」 

で男女共同参画について、ちょこっと学んでいただきます。 

対象 市内在住、通勤、通学の中学生以上の 

男性で全講座参加できる方 

場所 本町プラザ３Ｆはもりあ四日市調理室 

定員 12名（抽選ですが、初めて受講の方優先です） 

講師 吉
よし

武
たけ

奈
な

穂
お

子
こ

さん 

料金 ４回通しで３５００円  その他 託児有（無料） 

日  時 内  容 

7/12(土) 10:00～13:00 和 食 

7/19(土) 10:00～13:00 中 華 

7/26(土) 10:00～13:00 洋 食 

11/ 1 (土)  10:00～13:00 おもてなし料理 

申込 往復ハガキに、講座名・参加者名・連絡先の住所・ 

電話番号、託児が必要な場合は預ける子の名前と年齢 

を記入し、はもりあ四日市へ。6/24（火）必着 

〒510-0093 四日市市本町９－８  

問合せ はもりあ四日市 ☎354-8331 FAX354-8339  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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 

新規援助会員講習会のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。３月末現在、総会

員数は 1,３00名を超え、毎月約３00件前後の援助活動が行われています。 

子育てのお手伝いをする人(援助会員)に特別な資格は必要ありません。あなたの力を子育て支援

に活かしてみませんか？また、子育て、孫育て中の人も日常生活の中で役立つことが多い講習内容

です。１講座からでも受講できます。 

場所 四日市市勤労者・市民交流センター東館３F、本館 2F 

申込 電話、FAXにて６/２１(土)までにお申し込みください 

料金 2,0５0円   その他 保育有（無料 先着１０名） 

日時 内容 

6/28 (土) 
10:00～12:00 

13:00～15:00 

子どもの心と身体の発達 

子どもの病気 

6/29(日) 
10:00～12:30 

13:30～15:30 

発達障害とその子どもとの接し方 

小児看護(予定) 

7/5(土) 
10:00～12:00 

13:00～15:00 

子どもの心に寄り添う 

安全で快適な環境づくり 

7/6(日) 13:00～16:00 子どもの栄養と食生活 

7/1２(土) 10:00～1５:30 
相互援助活動の趣旨 

子どもの世話(あそび)  

7/13(日) 
10:00～12:00 

13:00～15:00 

子どもの安全と事故・救急法 

援助活動を円滑に進めるために・講習のまとめ 

申込・問合せ 四日市市ファミリー・サポート・センター  

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）☎・FAX 323-0023 

 ５月１１日（日）講師に天カ須賀の平田昂さんを迎え、第２回「富洲

原の歴史散歩」を開催しました。今回は八風街道と富田一色について、

お話をしていただきました。江戸時代、八風街道は富田一色が起点とな

り近江商人の往来が多かった「商人の道」、御城米を江戸幕府の御蔵へ

運ぶ道として「年貢米の道」、大正時代には東洋紡績操業により通勤道

路になり「織姫の道」と役割を変えながら発展してきました。平成８年

には、富田一色の碁盤目状に広がる細い路地と格子のある切妻二階建て

家屋の街並みが四日市市都市景観賞を受賞したお話も聞かせていただ

き、参加者のみなさんは熱心に耳を傾けてみえました。 

 第３回は９月に予定しています。次はどんなお話しか楽しみですね。 

 

 

 

 

日 時 6 月７日（土） 

    ＊測定・相談コーナー 12:00～13:45 

     体重・体脂肪・血糖・血圧測定 

     医師・薬剤師・栄養士・臨床検査技師・ 

     看護師による相談 

    ＊特別講演 14:00～16:00（定員 350 名） 

     ①「糖尿病のための運動処方」 

     講師：厚生労働大臣認定健康増進施設 

        （有）平岡健康開発研究所 

        代表 平岡 令考氏 

     ②「糖尿病の見つけ方・なおし方」 

     講師：四日市羽津医療センター 

        院長 住田 安弘 

会 場 四日市商工会議所１階ホール 

主 催 四日市羽津医療センター 

（旧 四日市社会保険病院） 

共 催 日本糖尿病協会三重支部糖友会 

連絡先 四日市羽津医療センター総務企画課 

    ☎331－6331 

【【【【市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座】】】】    

四日市市運動施設 

桜運動施設をご利用ください 

    

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月よりよりよりより桜運動施設桜運動施設桜運動施設桜運動施設((((旧桜運旧桜運旧桜運旧桜運

動広場動広場動広場動広場))))がががが市市市市のののの有料施設有料施設有料施設有料施設としてとしてとしてとして運用運用運用運用スタースタースタースター

トしましたトしましたトしましたトしました。。。。施施施施設内設内設内設内にはにはにはには、、、、テニスコートやテニスコートやテニスコートやテニスコートや

多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場がががが設置設置設置設置されていますされていますされていますされています。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご

利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

    

【【【【桜運動施設桜運動施設桜運動施設桜運動施設についてについてについてについて】】】】    

◆場  所 桜町 6900 番地 

◆開館時間 

9：00～17：00  

※土日祝日のみ 8：00～17：00 

◆施設名称及び使用料金 

① 多目的広場   1 時間につき 430 円 

② テニスコート 1 時間につき 520 円 

・砂入り人工芝コート  ２面 

・クレイコート     ３面 

・ハードコート     １面 

◆申し込み 

桜運動施設窓口のみ予約可能です。 

◆使用料金のお支払い 

予約申し込みと同時にお支払いく 

ださい。 

 ◆予約抽選会の実施 

   ３カ月先の施設予約を抽選にて行い 

ます。日程は、市ホームページから 

ご確認いただけます。 

 ◆その他 

   多目的広場、テニスコートとも午後 

からは空きがございます。 

    桜運動施設窓口にお問合せくだい。 

◆問合せ  

桜運動施設窓口 ☎328－3501 

     


