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ﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコン〉
青 四日市北部
四日市北部富洲原
ﾃﾚﾋﾞでも地区の情報を！〈リモコン〉12(CTY)
12 (CTY)d
(CTY) d ﾎﾞﾀﾝ 青
四日市北部 富洲原

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

＜第１回＞

６月 20 日（金）
、永年にわたり、富洲原地区青少
叩き出し

２０：００

ダンボールコンポストは、毎日の生ごみをコンポ
ストにいれるだけの簡単な作業です。気になる匂

町練り

１５：００

松一

１５：３０

松二

１７：００

松三・東洋・西元・西平

いもあまりありません。堆肥化することで、家庭
から出る生ごみが減り、できた堆肥を家庭菜園な
どで利用することで生ごみが資源に変わります。
日 時

叩き出し

１５：３０

祭車順番

①松一

②東洋

③西元

⑤松三

⑥松二

⑦西平

祭車団体行動巡行コース
１６：３０出発
聖武天皇社 →
イオン四日市北店駐車場
２１：００出発
イオン四日市北店駐車場 →
聖武天皇社
打ち止め

２３：００

※祭車団体行動巡行は全車揃わないことがあります

年を守る会の活動に積極的に取り組み、青少年の健
全育成に尽力されています。また、夜間パトロール
等に取り組むことで地区内の犯罪抑止にも多大な
功績をあげておられるとして、

四日市北地区防犯協会から
前田 幸治さん が表彰されました。

１回目 7 月 23 日（水）
２回目 8 月

6 日（水）

（いずれも 13:00～）
※１回目に講師から話を聞いて自宅で実践。
２回目はその出来具合を見ていただきます。

市内２５の消防団が、警防技術の向上など

場 所

富洲原地区市民センター２階 大会議室

日ごろ練磨された消防技術を競います。

定 員

１５名（先着順）※２回とも参加できる方

はしご車試乗などの「消防団フェスタ」も開催します。

材料費

１セット 500 円

日 時

７月２７日(日)

（キャンセルの場合返金できません。
）

場 所

中央緑地公園

持ち物

筆記用具

問合せ

消防本部消防救急課

講 師

四日市ダンボールコンポストの会

8：30～12：00

※荒天時は中止

芝生広場（陸上競技場東）
地域安全係

☎356－2005

会員

市環境学習センター 職員
申込み

７月８日（火）からセンター窓口または電話で

問合せ

富洲原地区市民センター

☎365－1136

♦今年度のダンボールコンポストの予定
第２回
第３回

カラオケ大会の出場者を募集します！
カラオケ大会の出場者を募集します！

１回目 １０月２２日
２回目 １１月 ５日

いずれも水曜日

１回目

１月２８日

１３：００～

２回目

２月１８日

人 数

６名（グループ可）
（天カ須賀・富田一色・松原
各地区から２名ずつ）
※応募多数の場合は抽選とします。

申込み・問合せ
昨年、センターもダンボ

７月１８日（金）までに

ールコンポストに挑戦！

富洲原地区団体事務局へ ☎３６５－１１７４

出来た堆肥を使って植え
詳しくはセンターだより（７月２０日号）でお知らせします。

たゴーヤです。とっても
元気に育っています！

回 覧

夏まつりの詳細は、各戸回覧のチラシ、町内掲示板の
ポスター 「夏まつり 2014 in 富洲原」をご覧ください。

今回は、介護予防のお話です
日 時

７月２８日（月）
１０：００～１１：００

場 所

天カ須賀公会堂

（場所を間違えないようご注意ください）

１．募集対象
（１）文化功労者
長年（概ね 20 年以上）にわたり学術、芸術、その他文化の
振興に寄与し、その功績が顕著である個人（60 歳以上）
または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、

対 象

おおむね６５歳以上の方

または、活動拠点が市内にある個人、団体。

参加費

無料

申 込

申込不要。

持ち物

筆記用具・タオル・飲み物など
各自必要なもの。動きやすい服装で
お越しください。

問合せ

四日市市北地域包括支援センター


３６５－６２１５

天カ須賀在宅介護サービスセンター


３６６－５３６１

富洲原在宅介護支援センター


３６６－２６００

知識を勉強できる様々な講座を通じ、ふ だんのく
く らしをし
し あわせにしていくための活動を考え
ていく「福市民」を養成しています。
今回は、福祉や市民活動の基礎知識を学ぶ「四社協福祉ゼミナール」の受講生を募集します。
今年度は社会的貧困をテーマに、現代社会の抱える問題について考えます！

※駐車台数は限られています。

（直接会場へお越しください。）

四日市市社会福祉協議会では、「四日市市福祉教育大学」を開講し、福祉の基礎知識や専門

ＮＯ

日 時

内容・講師

（２）市民文化奨励賞

１

９月１８日（木）１４：００～

開講式＆「福祉活動による学びと社会参画の意義」

市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への

２

１０月１６日（木）１４：００～

家族って何？～暮らしのカタチを想像する～

３

１１月２０日（木）１４：００～

子ども・若者へ～切れ目のない支援を！

４

１２月１８日（木）１４：００～

社会的孤立と地域福祉

５

１月１５日（木）１４：００～

ボランティアって？

６

２月１９日（木）１４：００～

福市民のつどい

寄与が、将来においてさらに期待される個人または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがあるかまたは、
活動拠点が市内にある個人、団体。

２．候補者の推薦
上記（１）または（２）に該当する個人または団体があるとき
は、関係機関および関係団体から推薦による。候補者の推薦に

場 所

四日市市文化会館 第３・第４ホール

あたっては、募集要項に従って推薦書および候補者調書を提出。

講 師

大阪教育大学 新崎国広氏 他

定 員

各回５０名（申込多数の場合は抽選）

３．審査方法
（１）、（２）とも書類による審査

４．募集期間
７月１日（火）から８月１日（金）（消印有効）

＊１回のみの受講も可能ですが、全６回に参加希望者を優先させていただきます。
参加費

無料

申 込

８月２９日（金）までに四日市市社会福祉協議会へ電話、FAX、メール等でお申し込み
ください。

問合せ

市役所 文化振興課（３５４－８２３９）

＊３回以上受講された方には修了証書を交付し、「福市民」として登録いたします。
問合せ

四日市市社会福祉協議会 地域福祉課


日本赤十字社資にご協力いただき、ありが
とうございました。

などの資金として大切に使われます。

場 所：四日市市総合会館 ８階 視聴覚室

１,１７５,
１７５,７００円

法 人

１０７,
１０７,０００円

富洲原地区の合計
１,２８２,
２８２,７００円

２歳・３歳児のお友だちが親子で、指導員と一緒に、
お友だちのお母さんと一緒に楽しく遊んでいます。

★入場無料（申込不要）
★手話通訳・字幕付
★託児は７月１７日（木）までに予約必要

個 人

Fax ３５４－６４８６

日 時：７月２６日（土）１３：３０～１５：３０

みなさまのご協力により集まった社資は、
国内の災害活動や国際活動、社会福祉活動

３５４－８１４４

活動日：月・水・金曜日
時 間：９：００～１１：３０
場 所 富洲原幼稚園内

問合せ：四日市市人権センター


３５４－８６０９

Fax ３５４－８６１１
Ｅメール jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp

※見学はいつでも自由にできます。あそびにきてください！
問合せ：とみすＫＩＤＳ ０９０－１７８７－２４１１
（月・水・金 ９：００～１２：００）

E メール n-noda@m5.cty-net.ne.jp

