
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
 

             

 

平成 27年 6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/    

  

 

 

 

整膚とは、指と体全体を使い皮膚をまんべんなく引っ張る 

ことで、皮膚にある“経路”と感覚受容器に刺激を与えて、 

疾病の予防並びに治療を目的とした手技療法です。 

 自分で簡単にできる整膚のやり方を学んで、健康でキレイ 

になりましょう。 

 

日 時 7 月 16 日（木）13：30～15：30 

場 所 富洲原地区市民センター 2 階大会議室 

講 師 整膚美容師 木村 好江さん 

定 員 30 名（先着順、定員になり次第締切り） 

参加費 無料 

持ち物 水分補給用のお茶・水、タオル 

（汗をかく場合もあるため） 

申込み 6 月 24 日（水）から、市民センター窓口 

または電話で 

問合せ 富洲原地区市民センター �365-1136 

 

せいふせいふせいふせいふ    

 6 月 7 日（日）、浜園グラウンドで第 26 回 四日市北部 

ブロック グラウンドゴルフ大会が開催され、富洲原きらく

会の方が好成績を収めました。 

 

≪男≪男≪男≪男    子≫子≫子≫子≫ 1 位 渡部  治  さん 

      2 位 浜口  憲彦 さん 

      3 位 龍造寺 和正 さん 

 

≪女≪女≪女≪女    子≫子≫子≫子≫ 3 位 渡部  貞子 さん 

     （1 位タイ） 

夏休みは 

センターへ行こう。 

工作教室・親子料理教室は、材料費を添えてセンター窓口で直接お申込ください。電話での申込みはできません。 

キャンセルの場合は、材料費を返金できませんので、ご了承ください。 

 

� 

 

日 時 7 月 30 日（木） 

9：00～11：00 

場 所 富洲原地区市民センター  

２階大会議室 

対 象 小学生 

（1～3 年生は保護者同伴） 

定 員 10 名 

材料費 500 円 

    （申込時に徴収します） 

講 師 ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ森林
も り

づくり三重 

    湯の山温泉「ｸﾞﾘｰﾝ工房」 

ﾌｨｰﾙﾄﾞ代表 国保 明さん 

       他ｽﾀｯﾌ１名 

持ち物 タオル・飲み物 

（飲み物は各自で 

ご用意ください。） 

 

・ゆかりしらすおにぎり・ゆかりしらすおにぎり・ゆかりしらすおにぎり・ゆかりしらすおにぎり    

・簡単スパニッシュオムレツ・簡単スパニッシュオムレツ・簡単スパニッシュオムレツ・簡単スパニッシュオムレツ    

・野菜カミカミあえ・野菜カミカミあえ・野菜カミカミあえ・野菜カミカミあえ    

・ヨーグルトパフェ・ヨーグルトパフェ・ヨーグルトパフェ・ヨーグルトパフェ    

 

日 時 8 月 1 日（土） 

9：30～12：00 

場 所 富洲原地区市民センター  

２階調理室 

対 象 小学生とその保護者 

定 員 12 組 24 名 

材料費 大人 １名 ５００円 

子ども１名 ３００円 

（申込時に徴収します） 

講 師 食生活改善推進協議会会員 

持ち物 エプロン・マスク・三角巾 

ふきん・台ふきん 

 

 

日 時 8 月 3 日（月） 

10：00～12：00 

場 所 富洲原地区市民センター  

２階大会議室 

対 象 小学生（保護者同伴） 

定 員 20 組 40 名 

参加費 無料 

講 師 市役所 危機管理室職員 

持ち物 筆記用具・タオル 

飲み物・帽子 

（飲み物は各自で 

ご用意ください。） 

 

 

日 時 8 月 10 日（月） 

10：00～12：00 

場 所 富洲原地区市民センター  

２階大会議室 

対 象 小学生 

定 員 30 名 

参加費 無料 

講 師 四日市おもちゃ病院 

    吉田 茂樹さん 

    井上 勉さん  他 

持ち物 筆記用具・飲み物・タオル 

（飲み物は各自で 

ご用意ください。） 

 



１１１１

月月月月 

 

     

    
※ [セ事業]とはセンター事業、[地区社協]とは富洲原地区社会福祉協議会、[人権協]とは富洲原地区人権教育推進協議会の略称です。 

日程が変更になる場合もあります。他にも行事をしております。 

その都度「センターだより」または、ホームページなどでご確認ください。 

 

７７７７    

月月月月 

９日(木)  セ事業・②ダンボールコンポスト 

１６日(木) セ事業・整膚講座 

１７日(金)～１９日(日) 

  聖武天皇社祭礼｢石取祭り｣ 

１９日(日)  消防操法競技大会（中央緑地） 

２３日(木) セ事業・②ダンボールコンポスト 

「アフターフォロー」 

２５日(土)  夏まつり 2015in 富洲原  

      （雨天２６日） 

３０日(木)  セ事業・夏休み子ども講座  

～工作教室～ 

８８８８    

月月月月 

 

１日(土)  セ事業・夏休み子ども講座 

      ～親子料理教室～ 

３日(月)  セ事業・夏休み子ども講座 

     ～子ども防災教室～ 

１０日(月)  セ事業・夏休み子ども講座 

            ～科学教室～ 

１４日(金)・１５日(土) 

住吉神社「石取祭り」 

          富田一色「けんか祭り」 

２２日(土)・２３(日) 

     野外炊事・お泊り会 

     （地区社協・青少年を守る会） 

２３日(日)  四日市花火大会（雨天３０日） 

９９９９

月月月月 

 

１０日(木)  中学校体育祭（雨天順延） 

１９日(土)  敬老会 

      （小学校体育館） 

      （地区社協 福祉部） 

２６日(土)  伊勢湾台風殉難者慰霊献花式 

（富田一色海浜緑地公園） 

  小学校創立 139 周年 記念式典 

２７日(日) 富田一色地区運動会 

（雨天 10 月１８日(日)） 

    
１１日(日)  四日市市民スポーツフェスタ 

（地区社協 保健体育部） 

１２日(月・祝)  天カ須賀地区運動会 

（四日市ドーム） 

１６日(金) 福祉講演会 

      （地区社協 福祉部） 

１７日(土)  保育園運動会 

１８日(日)  松原地区運動会 （雨天２５日） 

１９日(月) 人権講演会（中学校体育館） 

     （中学校 PTA・人権協との共催） 

２２日(木) セ事業・③ダンボールコンポスト 

「アフターフォロー」 

２４日(土)  ふれあいウォークラリー大会 

（小学校校庭及び富田一色地区） 

（地区社協 青少年部） 

（雨天２５日） 

３０日(金)  中学校文化祭 

       （中学校体育館） 

３１日(土)  富洲原地区文化祭 

（小学校体育館・講堂） 

（地区社協 文化広報部） 

      高齢者大運動会 

      （中央緑地体育館） 

１日(日) 富洲原地区文化祭 

（小学校体育館・講堂） 

（地区社協 文化広報部）  

８日(日) 富洲原地区総合防災訓練 

（雨天決行） 

（自主防災隊） 

1５日(日)   PTA廃品回収 

（保・幼・小・中 PTA） 

（雨天２２日） 

２１日(土) 人権講演会  

      （市民センター大会議室） 

（人権協） 

２９日(日) グラウンドゴルフ大会 

（小学校校庭） 

（地区社協 保健体育部） 

（雨天１２月６日） 

 

 
11111111    

月月月月    

7／７ 七夕飾りを作ろう! 

 １４ 花組（在園児）さんと遊ぼう！ 

 ２１ プール遊びを楽しもう！ 

 ２８ プール遊びを楽しもう！ 

     お誕生会をしよう！ 

※いずれも火曜日  

時 間：10:00〜11:30 

持ち物：水着・着がえ・タオル・ 

帽子・お茶 

富洲原幼稚園  �365-0653 

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富洲原地区市民センタ富洲原地区市民センタ富洲原地区市民センターーーー        

14:20～15:00    

園児と一緒に遊ぼう！ 

7/1・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 

あそぼう会あそぼう会あそぼう会あそぼう会    

子育て相談子育て相談子育て相談子育て相談((((要要要要    電話予約電話予約電話予約電話予約))))    

月～金曜日 9:30〜14:30 

日の本保育園子育て支援センター 

�365-0840 

10101010    

月月月月    

 

三重県北部に津波注意報や警報が発令され到達時間までに

時間的余裕があるときは、四日市港管理組合が管理する防潮

扉を、天カ須賀・富田一色連合自治会が自発的に閉鎖する協

定を結んでいます。 

この日は、重い扉を閉鎖・開放する訓練を実施し、自主防

災隊長・自治会長も含め、天カ須賀地区４１名、富田一色地

区３８名の方が参加されました。 

天カ須賀 富田一色 

５日(金) 松原地区人権懇談会 

（松原公会堂）（人権協） 

２２２２    

月月月月    

３日(土)  小学校運動会（雨天順延） 

      暁幼稚園運動会 

 ８日(木)  セ事業・③ダンボールコンポスト 

１０日(土)  幼稚園運動会 （雨天順延）  

日の本保育園運動会 

10101010    

月月月月    

１２日(土)  中学校ホット集会 

（地域清掃） 

友愛訪問（地区社協 福祉部） 

歳末見舞（地区社協 福祉部） 

 

 
12121212    

月月月月    

１日(金・祝) 福祉年賀状 

     （地区社協 福祉部） 

１０日(日)  消防出初式 

（四日市ドーム） 

２２日(金) 富田一色地区人権懇談会 

（富田一色公会堂）（人権協） 

２３日(土) 小学校・連合自主防災隊合同研修 

２９日(金) 天カ須賀地区人権懇談会 

      （天カ須賀公会堂）（人権協） 

３３３３

月月月月 

 

地区広報「とみすはら」発行  

（地区社協 文化広報部） 

８日(火)  中学校卒業式 

１３日(日) 北部ブロック駅伝大会 

（地区社協 保健体育部） 

１８日(金)  小学校卒業式 

暁幼稚園卒園式 

２２日(火)  幼稚園卒園式 

２５日(金)  保育園卒園式 

２６日(土) 日の本保育園卒園式 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

        

 ６月定例月議会の議会報告会を、７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（詳細は下記参照）。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。 

   第１部：議会報告会  第２部：シティ・ミーティング（意見交換会） 

日 時 
７月６日（月）７月６日（月）７月６日（月）７月６日（月）    ７月７日（火）７月７日（火）７月７日（火）７月７日（火）    

１８：３０１８：３０１８：３０１８：３０    ～～～～    ２０：４５２０：４５２０：４５２０：４５    １８１８１８１８：３０：３０：３０：３０    ～～～～    ２０：４５２０：４５２０：４５２０：４５    

常 任 
総   務 都市・環境 教育民生 産業生活 

委員会 

所 管 

事 項 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防など 

道路、住宅、上下水道、

区画整理、環境衛生 

など 

教育、こども、 

健康福祉など 

商工業、農林水産業 

市民文化、市立病院 

など 

シティ・ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

テーマ 

○防災対策について 
○ごみ・リサイクルに

ついて 

○教育民生常任委

員会の所管事項 

全般について 

○四日市市の観光・ 

文化振興について 

会 場 

塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ 神前地区市民ｾﾝﾀｰ 総合会館 あさけプラザ 

２階大会議室 ２階大会議室 ８階第４会議室 ２階第４・５会議室 

塩浜本町一丁目 1-2 高角町 2977 諏訪町 2-2 下之宮町 296-1 

※全会場、手話通訳いたします。 

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

問合せ 四日市市役所 議会事務局議事課 広報広聴係 �354-8340 FAX354-8304 

健康づくり課では、地域で活動する「食」のボラ

ンティア食生活改善推進員を養成するため、栄養教

室を開催します。自分自身のためはもちろん、家族

や地域の人の健康づくりのために食生活について

学びませんか？ 

日 時 8月18日､9月15日､10月20日､ 

12月15日､1月19日 （全５回） 

いずれも火曜日 １0：00～15：00 

場 所 四日市市総合会館４階 栄養指導室  

対象者     受講後、四日市市食生活改善推進連絡協

議会の会員としてボランティア活動がで

きる２０歳以上の市民 

定 員 40名(応募多数の場合は抽選)   

内 容 講義や調理実習など  

料 金 1,800円（実習材料費） 

申込み 7月２３日（木）（必着）までに､健康づ

くり課窓口か電話、FAX、はがきにて、

住所、氏名、電話番号、生年月日、「栄

養教室受講希望」を明記の上、お申込み

ください。 

応募多数の場合は抽選、結果は全員に連

絡します。 

問合せ 四日市市役所 健康づくり課 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

�354-8291 FAX353-6385  

 

 

日 時  1回目 7月 9 日（木）・2回目 7月 23 日（木） 

※いずれも 10：00～ 

内 容 1回目 講師から話を聞いて実践。 

2回目 アフターフォロー講座。 

場 所 富洲原地区市民センター 2階大会議室 

講 師 四日市ダンボールコンポストの会 会員 

参加費・材料費 無料   持ち物 筆記用具 

問合せ 富洲原地区市民センター �365-1136 

  

 

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、または、

活動拠点が市内にある個人、団体。 

（２）市民文化奨励賞    

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。 

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。 

審査方法 

 （１）、（２）とも書類による審査 

募集期間 

  7月１日（水）から７月３１日（金）（当日消印有効） 

問合せ 四日市市役所 文化振興課 �354-8239  

 

呼吸とあわせてポーズをとることで、 

心と身体のバランスを整えていきます。 

身体の硬い方、体力に自信がない方も 

年齢に関係なく安心して楽しめます。 

場 所 富洲原地区市民センター 和室 

活動日 第１・３・４月曜日（祝日除く） 

時 間 10：15～11：15 

持ち物 バスタオル・汗拭きタオル・ 

    水分補給用の飲み物 

服 装 動きやすい服装、素足で行います 

問合せ 鈴木洋子 �365－8412 

 

  

現在部員１０名。３０代～７０代の 

主婦が参加しています。 

是非、一度見学に来てください！ 

同時に練習相手募集！ 

男性、女性、経験問いません。 

運動の好きな方、お待ちしています！ 

 

 

場 所 富洲原中学校 体育館 

活動日 毎週水曜日・土曜日 

    19：30～21：00 

    （週１回でもＯＫ！） 

問合せ 小林 �090－4869－0932 

四日市市は、明治３０年８月１日に全国で４５番目に市制が施行され、平成２９年８月１日に 

市制施行１２０周年を迎えます。 

四日市市が歩んできた歴史や育んできた文化を継承するとともに、これからのますますの発展 

を願い、皆さんで１２０周年を祝いましょう！ 

そこで、市制施行１２０周年を広く効果的にＰＲするための「キャッチコピー」を募集します。 

応募方法 ８月１４日（金）（当日消印有効）までに、応募用紙又は官製はがきにキャッチコピー、

住所、氏名、電話番号を明記の上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール又は直接、市役所８階政

策推進課へお申込みください。 

対  象 市内に在住もしくは通勤、通学する方。並びに市内で活動する団体に属している方。 

（プロ・アマ不問） 

注  意 応募は、他で使用されていない、未発表のものに限ります。 受賞作品の使用に当たっ

ては、若干の変更・修正での使用等をする場合があります。 

結  果 最優秀賞１点と優秀賞３点を選出し、市ホームページで発表します。 

（平成２７年１０月頃予定) 

表  彰 ①最優秀賞１点 副賞５万円 ②優秀賞３点 副賞１万円 

そ の 他 詳しくは、四日市市ホームページ掲載の募集要領、もしくは 

各地区市民センターに置いてある募集チラシをご覧ください。 

問 合 せ 四日市市役所 政策推進課 �354-8112  FAX354-3974 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 （seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp） 


