
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 検診時間 場 所 

１０/２８

（火） 

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 

 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
 

             

 

平成 26年 9月 20 日号 

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://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/    

＜第２回＞＜第２回＞＜第２回＞＜第２回＞    

ダンボールコンポストを使って、生ごみを減量・ 

堆肥化を行うものです。 

 

日 時 １回目 １０月 2２日（水） 

２回目 １１月  ５日（水） 

※いずれも１３：００～ 

１回目は講師から話を聞いて実践。 

２回目はアフターフォロー講座。 

出来具合を見ていただきます。 

（必ず２回受講してください） 

場 所 富洲原地区市民センター２階 大会議室 

定 員 １５名（先着順） 

材料費 １セット５００円（申込時に徴収） 

（キャンセルの場合返金できません。） 

持ち物 筆記用具 

講 師 四日市ダンボールコンポストの会 会員 

       市環境学習センター 職員 

申 込 ９月２５日（木）からセンター窓口にて 

問合せ 富洲原地区市民センター 

�３６５－１１３６ 

 

♦次回のダンボールコンポスト講座の予定 

第３回 １回目  １月２８日（水） 

    ２回目  ２月１８日（水） 

 ９月７日（日）、あさけプラザ体育館で開催された 

「四日市市スポーツ推進北部ブロックタスポニー 

大会」女子の部で優勝しました。 

 

優 勝 タスポニー 女子の部  

富洲原チーム 

（生川 幸代さん・高橋 陵子さん） 

締 切：１０月１日（水） 

問合せ：健康づくり課 成人検診係 

    �３５４－８２８２ 

1０／１２（日）市民スポーツフェスタ 

1０／２５（土）敬老会 

１０／２６（日）ふれあいウォークラリー大会 

１１／ １（土）・２（日） 文化祭 

 

待ち遠しいね！ 

 ９月１４日（日）、講師に天カ須賀の平田昂さん

を迎えて、第３回「富洲原の歴史散歩講座」を開催

しました。今回は、天カ須賀の地場産業と自然環境

について、お話をしていただきました。天カ須賀は

かつて、煎粉（いらこ）生産と蛤漁業がとてもさか

んでした。煎粉生産は大正から昭和初期が最盛期で

した。昭和３年には、天カ須賀で 9882 石・富田

一色で 2470 石、蛤が獲れていました。 

須賀浦海水浴場は、噴水塔もあり地元で人気の海水

浴場で、講師の平田さんや受講者の方も昔、海水浴

場で遊んだと語っていました。 

最後には、受講者の方からの蛤の質問などで盛り上

がりました。 

次回の講座は、１１月１６日（日）に、「富洲原

の教育」についてのお話を予定しております。三錨

会のお話もあります。次回の講座も楽しみですね。 

 

１０/ ７ みんなで元気に外で遊ぼう！ 

  １４ ミニ運動会をしよう！ 

  ２１ 親子で絵本に親しもう！ 

  ２８ お誕生会をしよう！ 

※いずれも火曜日 

時 間 １０：００～１１：３０ 

持ち物 お茶・着がえ 

富洲原幼稚園  �３６５－０６５３ 

園児と一緒に遊ぼう！ 

１０/１・８・１５・２２・２９ 

※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 

あそぼうかいあそぼうかいあそぼうかいあそぼうかい    

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 ９：３０～１４：３０ 

 

パパと遊ぼう会パパと遊ぼう会パパと遊ぼう会パパと遊ぼう会    

毎月第１土曜日 

時 間：９：３０～１１：３０ 

    

日の本保育園子育て支援センター 

  �３６５－０８４０ 

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 

 今回のファミリーバドミントン大会に富洲原チーム

が初出場しました。社協活動として練習しています。 

多くの方の参加待ってます。 

活動日 １０/１７ ・ １１/２１  

１ /１６  ・ ２/２０（全て金曜日） 

時 間 １９：００～２１：００ 

場 所 富洲原小学校体育館 

持ち物 運動ができる格好・上履き 

問合せ 富洲原地区団体事務局 

    社協 保健体育部 酒井まで 

    �３６５－１１７４ 



 

 

 

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会    議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ    

８月定例月議会の議会報告会を、10月６日、７日に開

催します。常任委員会ごとに２日に分けて18時30分か

ら１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は

右参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、

議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後

にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。

市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前の

お申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどう

ぞお気軽にお越しください。 

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、 

議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。 

 

日 時 
平成２６年１０月６日（月平成２６年１０月６日（月平成２６年１０月６日（月平成２６年１０月６日（月））））    平成２６年１０月７日（火平成２６年１０月７日（火平成２６年１０月７日（火平成２６年１０月７日（火））））    

１８：３０１８：３０１８：３０１８：３０    ～～～～    ２０：４５２０：４５２０：４５２０：４５    １８：３０１８：３０１８：３０１８：３０    ～～～～    ２０：４５２０：４５２０：４５２０：４５    

常 任 
教育民生 都市・環境 総  務 産業生活 

委員会 

所 管 

事 項 

教育、こども、 

健康福祉など 

道路、住宅、上下水

道、区画整理、環境

衛生など 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防など 

商工業、農林水産

業、市民文化、市

立病院など 

会 場 

河原田小学校 保々地区市民ｾﾝﾀｰ 常磐地区市民ｾﾝﾀｰ 総合会館 

１階ﾗﾝﾁﾙｰﾑ ２階会議室 ２階大会議室 ７階第１研修室 

河原田町 70 市場町 3039－５ 城西町８－11 諏訪町２－２ 

 

「市長と話そう」参加者募集! 
「スポーツの振興」について、市長に直接、あなたの思いを話してみませんか。「スポーツの振興」について、市長に直接、あなたの思いを話してみませんか。「スポーツの振興」について、市長に直接、あなたの思いを話してみませんか。「スポーツの振興」について、市長に直接、あなたの思いを話してみませんか。        

スポーツ施設整備や、気軽にスポーツに参加できるイベントなどについての 

提案をお待ちしています！！ 

日 時 11月 21日（金）13：30～15：00 

対 象 市内に在住、または通勤、通学する、下記テーマについて建設的な提案を 

していただける人   

テーマ 「スポーツの振興について」  

場 所 市役所７階 部長会議室 ※当日は公開を予定しています 

定 員 4 人程度（応募多数の場合は抽選） 

申 込 10 月 17 日までに、所定の応募用紙を、郵送、Fax、または Eメールで  

〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号 

 四日市市役所 広報広聴課 

Fax354-3974  E-mail/ kouhoukouchou@city.yokkaichi.mie.jp 

問合せ 広報広聴課 ☎354-8244   

                    いにしえいにしえいにしえいにしえ     はっぷうはっぷうはっぷうはっぷう                                                                             

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

コース  （近鉄川越富洲原駅）～＜富田一色町＞①海運橋～ 

②飛鳥神社～③観浄寺～＜松原町＞④阿弥陀堂～ 

＜西富田２丁目＞⑤田村寺～＜大矢知町＞⑥街道 

分岐道標～⑦市神社～⑧常夜燈～＜山分町＞ 

⑨覚王寺～＜平津町＞⑩地蔵堂～⑪平津町郷 

土資料館～三岐鉄道平津駅  

約 7 ㎞ 12 時ごろ終了予定 

講 師  北勢地域インタープリター協会 川合延雄氏 

定 員  80 名（参加無料。定員になり次第締め切り） 

申込み・問合せ   

 

 

 

  その他 第２回、平成 27 年３月 28 日（土）は、平津駅から保々までを予定 

        主催 四日市市シルバー人材センター北部ブロック実行委員会 

    

    

シルバーシルバーシルバーシルバー    

ふれ愛ふれ愛ふれ愛ふれ愛 

９月１日（月）の「防災の日」にちなみ、９月２日（火）

に小学校で第２回避難訓練を行いました。今回も、保育園・

幼稚園と合同で実施しました。今回の訓練の目的は「緊急

地震速報時における心構えと避難方法を身につける」です。 

第一次避難（机の下へもぐる）・第二次避難（校庭へ集

合）・第三次避難（校舎屋上へ）を保・幼・小の子どもたち

５００名以上が整然と静かに落ち着いて避難することがで

きました。 

【整然と屋外避難階段を昇る子ども達】 【中校舎屋上に素早く集結した子どもたち】 

遺言、相続、契約、離婚、示談等での書面作成、内容証明、

クーリングオフ、成年後見、各種許認可申請、会社設立など

についての相談に、無料で応じます。 

日時・場所 （時間はいずれも 10：00～16：00） 

①  10/ 5（日）日永カヨー  

１階 中央広場横 

②  10/11（土）ララスクエア アピタ四日市店 

１階「徳兵衛」店横 

③ 10/18（土）イオン四日市尾平店    

１階 エスカレーター横 

料 金 無料  

申 込 予約不要 直接会場へ 

(会場へのお問い合わせはご遠慮ください) 

問合せ 三重県行政書士会四日市支部  

山本 �349-6520 

市民・消費生活相談室 �354-8147 

 

相続・贈与・売買などの登記、担保権設定・抹消等の登

記、債務整理手続き、簡易裁判所の訴訟・民事調停手続き、

成年後見手続きやその他一般的な法律に関する相談に、無

料で応じます。 

日 時 10/18（土）10：00～15：00    

場 所 じばさん三重 5階 情報交換室 2 

料 金 無料     

申 込 予約不要 直接会場へ 

問合せ 三重県司法書士会 四日市支部 

 舘 �351-5330 

市民・消費生活相談室 �354-8147 

※市役所１階の市民相談コーナーで行政書士・司法書士 

相談を行っています。但し予約制です。 

 

「こにゅうどうくん」が「ゆるキャラ「こにゅうどうくん」が「ゆるキャラ「こにゅうどうくん」が「ゆるキャラ「こにゅうどうくん」が「ゆるキャラ®®®®グランプリグランプリグランプリグランプリ 2020202014141414」に挑戦します。」に挑戦します。」に挑戦します。」に挑戦します。    
パソコンやスマホから投票できます。 

投票は 1メールアドレスで 1日 1回投票できます。 

【投票期間】10 月 20 日（月）まで 

       ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイト 

http://www.yurugp.jp/ 

「こにゅうどうくん」はエントリー№6です。 

【問 合 せ】商工農水部商業勤労課 �354-8037 

                   354-8176 

                   

⑧常夜燈 
 （大矢知町） 

八風道は、早くから京都と伊勢及び東国を結ぶ間道（抜け道）として人々が多く 

往来し、特に近江商人の交易の道として栄えました。江戸期には、富洲原一色湊が 

八風道の起点となり、伊勢海産物と近江の特産物等の商取引が多くなりました。 

歩く速さで見えてくるものがあります。歩くからこそ出会うものがあります。 

古（いにしえ）の旅人の速さで、視点で歴史の道をたどってみませんか。 

日 時  11 月 8 日（土）雨天決行（荒天時は中止）    

8：30 近鉄川越富洲原駅東口集合 

または 8：45 富田一色海運橋前公園 

当日は駐車場を用意していませんので、 

公共交通機関をご利用ください。 

11 月 5 日(水)までに、四日市市シルバー人材センターへ 

お電話でお申し込みください。�354-3670 

当日の問合せは 7：10 以降にシルバー人材センター 

�070-1202-3725 へ 

②飛鳥神社 

 （富田一色町） 


