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平成 27年６月５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/    

富洲原地区社会福祉協議会では、高齢者の皆さんを敬愛

し、長寿をお祝いするため、今年は、9 月 19 日（土）に

敬老行事を行います。当日は、できるだけ多くの方に参加

していただきたいと考えており、市 

に依頼して７０歳以上の方の名簿 

（住所、氏名、生年月日、性別 

を記載）を閲覧させていただき、 

対象の方には、もれなく案内を 

送付したいと考えています。 

つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行

事にのみ使用し、秘密保持の厳守を徹底いたしますので、

私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できますよう、

皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。 

なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数

ですが、平成２７年６月２６日（金）までに四日市市役所

介護・高齢福祉課（☎354－8425）へご連絡をいただき

ますようお願いします。その場合、お名前等が名簿に載り

ません。敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けできませ

んのでご了承ください。 

また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連

絡いただく必要はありません。 

 ダンボールコンポストは、毎日の生ごみをコンポス

トに入れて混ぜるだけで堆肥ができる、とても簡単な

作業です。気になる臭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ます。２回目

のアフターフォローでは途中経過を見てもらい、分か

らない事など相談することができるので安心です。 

みなさん、挑戦してみませんか？ 

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 

申 込 6 月 16 日（火）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 

✿今年度のコンポスト講座の予定 

第 3 回 1 回目 10 月  8 日 

２回目 10 月 22 日 

※いずれも木曜日の 10：00～ 

  

内 容 認知症予防について 

日 時 ６月１５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にご注意ください） 

※駐車台数は限られています。 

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） 

＊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。 

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 

 ☎361—5361 

    富洲原在宅介護支援センター    

 ☎366—2600 

 

健康づくりボランティアのヘルスリー

ダー（介護予防）指導により、無理のな

いストレッチ・筋トレやレクリエーショ

ンなどで体を動かし、楽しく健康づくり

をしましょう。 

日 時 ６月２２日（月）  

10：00～11：30 

場 所 富洲原地区市民センター  

２階大会議室 

対 象 おおむね 65 歳以上の方 

持ち物 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） 

問合せ 四日市市役所 健康づくり課  

☎354－8291 

 

アライグマを発見されても近づかないでください。 

驚かせたり刺激すると、アライグマは自分の身を守 

るために人を攻撃することがあります。目撃された 

方は、四日市市役所 環境保全課 ☎354－8188 

までご連絡ください。※詳しくは裏面をご覧ください。 

＜本の寄贈がありました。ぜひご利用ください。＞ 

寄 贈 者：（株）ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ四日市代表取締役社長、 

     元・四日市市教育委員長 日比義也 様 

寄贈図書：「よっかいち大正物語」 

 

＜新刊図書＞ 

九年前の祈り 小野正嗣 著 

（第 152回 芥川賞受賞） 

 

 

 

5 月 31 日、心配された天気は、真夏を思わせるような

暑い日になり、90 名が参加してグラウンドゴルフ大会が

行われました。恒例の健康体操で汗を流して、ホールイン

ワンも多数出て、みなさん楽しくプレーしました。 

小学生の部 

優勝 佐藤 慎太郎 

２位 坂本 拓也 

３位 東  良輔   

大人の部 

優勝 渡部 治 

２位 河辺 道幸 

３位 土井 靖博   

 日の本保育園では休日保育（日曜日や祝祭日に保育が必 

要な方への保育）の保育士を募集しています。 

 関心のある方は、ぜひ日の本保育園までご連絡ください。 

資   格 保育士資格 

勤務日 時 日・祝日の 10：00～18：00 

※その他、詳細は日の本保育園へ 

応募・問合せ  日の本保育園 四日市市松原町３－２  

�365-0840 

平成 26 年度富洲原地区婦人会より、地区市民セ

ンターに車イス２台を寄贈していただきました。 

 地区市民センターでは、

障害やケガなどで一時的に

利用される方、介護や旅行

などで短期間必要な方に、

車イスの貸出しを行ってお

りますので、ぜひご利用く

ださい。 



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 5 月 21 日(木)、三重県地球温暖化防止活動推進員の 

尾関さんと肥田さんを講師に迎え「グリーンカーテン講座」を

開催しました。 

はじめに、地球温暖化の話を説明していただきました。 

温暖化の影響で地球の平均気温が上昇し、海水の温度も上がっ 

てきているそうです。また、2050 年の天気予報の映像も 

見せていただきました。9 月中旬でも気温は 30℃以上になり、 

京都の紅葉はクリスマス頃になるそうです。 

 次に、グリーンカーテンのやり方・ゴーヤの育て方について 

説明していただきました。太陽熱を遮り、室温が 2℃下がる 

グリーンカーテン。受講者の皆さんも熱心に聞き、メモを 

取っていました。大きく育って、節電しながらたくさんの 

ゴーヤがとれるといいですね。 

尾関さん 

肥田さん 

5 月 22 日(金)、富洲原地区食生活改善推進協議会会員 

（食改）の皆さんを講師に「男の料理教室」を開催しました。 

普段は包丁を握らない方は慎重にゆっくりと、中には食改 

の方が驚かれる程みごとな包丁さばきの方もいらっしゃいま 

した。調理後は全員で試食を行い、受講生の皆さんは初対面

の方とも会話がはずみ、夏に向かってさわやかなメニューで

美味しい料理だったと好評でした。 

食改会長 

茹で鶏の梅だれ添え 

きゅうりとみょうがのサラダ 

わかめと絹さやのすまし汁 

ヨーグルトと寒天のキウイソース 

ごはん 

 学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者 20 歳以上 65 歳くらいまでの、子どもが好きな人。 

障害のある子どもの対応ができる人(保育士などの有資 

格者)、週に 1 日だけ、夏休みだけ、ボランティアと 

してなど、希望される人も募集しています。 

内内内内     容容容容 市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など 

そ のそ のそ のそ の 他他他他 各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ 

異なります。応募する人は、指導員登録説明会に参加 

してください。年度ごとの登録になりますので、平成 26 

年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。 

◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇    

日日日日     時時時時 6 月 20 日(土)18：00～ 

場場場場     所所所所 四日市市文化会館 第 4 ホール 

申申申申     込込込込 6 月 17 日(水)までに、住所、名前、電話番号 

(あればファックス、E メールアドレス)を、電話か 

ファックスまたは E メールでこども未来課まで 

問問問問 合合合合 せせせせ 四日市市役所 こども未来課 

�354-8069 FAX354-8061 

メ ーメ ーメ ーメ ー ルルルル kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 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 

目的とした地域づくり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。 

 

開催予定日時開催予定日時開催予定日時開催予定日時        以下の土曜日(9 月 27 日のみ日曜)、全 9 回 

7 月 18・25 日、8 月 22 日、9 月 12・26・27 日、 

10 月 31 日、11 月 7 日、12 月 5 日 

9：30～12：00 

ただし、9 月 26 日は 13：00～16：30、 

9 月 27 日は 9：30～16：30 

場場場場        所所所所 四日市市総合会館 7 階研修室ほか 

内内内内        容容容容 住民自治や地域づくりに関する講義や事例紹介、 

     コミュニケ—ション演習、地域資源のマッピング 

     演習、グループ討議、レポート作成など 

修修修修        了了了了 全 9 回中、5 回以上の出席とレポート提出で 

     修了証を交付 

定定定定        員員員員 40 名(応募者多数の場合抽選) 

問合せ・申込問合せ・申込問合せ・申込問合せ・申込    6 月 30 日(火)までに 

     四日市市役所 市民協働安全課 

     �354-8179 FAX354-8316 

    市民が楽しみながら健康づくりに取り組めるよう、小さなお子さんから 

高齢者まで、幅広い世代がからだを動かせる““““四日市市独自の健康体操”四日市市独自の健康体操”四日市市独自の健康体操”四日市市独自の健康体操”    

の作成に先立ち、あなたのセンスが光る体操音楽を募集します。 

 

＜募＜募＜募＜募    集集集集    期期期期    間＞間＞間＞間＞    

6666 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))～～～～7777 月月月月 22222222 日日日日((((水水水水))))必着必着必着必着    

＜募集する音楽＞＜募集する音楽＞＜募集する音楽＞＜募集する音楽＞    

曲の長さは 1 分 30 秒～3 分程度。 

リズムやジャンルに指定はなく、体操音楽にふさわしい、明るく聴く人 

に元気を与える曲調のもの。 

＜＜＜＜応募できる人応募できる人応募できる人応募できる人＞＞＞＞    

四日市市に愛着をもつ人またはグループ 

＜＜＜＜応応応応    募募募募    方方方方    法法法法＞＞＞＞    

健康づくり課にある募集要項を確認の上、①所定の応募用紙に、 

②音楽を収録した CD-R(音楽 CDプレーヤーで再生できるもの) 

または楽譜を添えて、郵送または窓口にて健康づくり課まで。 

※募集要項と応募用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。 

＜＜＜＜審審審審        査査査査＞＞＞＞    

締め切り後、選定委員会(非公開)で審査を行います。結果は 8 月末頃、 

書面にて応募者全員へ通知します。 

＜＜＜＜賞賞賞賞＞＞＞＞    

最優秀賞(採用作品 1点)として、表彰状と副賞(20万円)を授与します。 

＜＜＜＜そそそそ    のののの    他他他他＞＞＞＞    

未成年者は、保護者の同意を得て応募してください。 

＜＜＜＜問問問問    合合合合    せせせせ＞＞＞＞    

四日市市役所 健康づくり課 〒510-8601 諏訪町 1-5 

�354-8291 FAX353-6385 

＜＜＜＜ホームページホームページホームページホームページ＞＞＞＞    

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu87679.html    

特定外来生物とは・・・特定外来生物とは・・・特定外来生物とは・・・特定外来生物とは・・・    

 人間の活動によって国外から持ち 

込まれた外来生物が本来の生態系 

や私たちの生活環境をおびやかし 

ます。そこで、特定外来生物の 

分布調査のために、目撃情報を 

募集します。 

＜目撃情報を募集する生き物＞＜目撃情報を募集する生き物＞＜目撃情報を募集する生き物＞＜目撃情報を募集する生き物＞ 

アライグマ 

ヌートリア 

セアカゴケグモ 

＜情報提供の方法＜情報提供の方法＜情報提供の方法＜情報提供の方法・受付期間・受付期間・受付期間・受付期間＞＞＞＞    

 Eメール、ファックス、郵送等 

にてご回答ください。紙でご報告

いただく場合は、「かんきょう 

四日市」のホームページから用紙 

をダウンロードしてください。 

また、地区市民センター等にも 

用紙がございます。 

＜受付期間＞＜受付期間＞＜受付期間＞＜受付期間＞    

 12 月 28 日(月)まで 

＜問合せ＜問合せ＜問合せ＜問合せ・提出先・提出先・提出先・提出先＞＞＞＞    

四日市市役所 環境保全課 

〒510-8601 諏訪町 1-5 

�354-8188 FAX354-4412 

Eメール 

Shu_in_1212@yahoo.co.jp 

種種種種    目目目目    対対対対    象象象象((((※※※※1)1)1)1)    申申申申    込込込込((((※※※※2)2)2)2)    開催期間開催期間開催期間開催期間    料料料料    金金金金((((※※※※3)3)3)3)    場場場場    所所所所    

ラージボール卓球 16 歳以上 ～6/28 7/2～8/6 の間で全 5 回 3,000 円 中央緑地第 2 体育館 

夏休み水泳 小学 3～6 年 ～7/16 7/22～7/26（5 日間） 3,000 円 温水プール 

かけっこ(ナイター) 小学 1～3 年 ～7/22 7/27～7/31（5 日間） 2,500 円 中央緑地陸上競技場 

小学生陸上（ナイター) 小学 4～6 年 ～7/29 8/3～8/7（5 日間） 2,500 円 中央緑地陸上競技場 

 
※1 市内に在住、在学、在勤の人のみ ※2 受付開始は 6月 9 日(火)の 9：00～ ※3傷害保険を含む 

・各教室とも締切日厳守でお願いいたします。・対象となる学年は、4 月 1 日現在とします。 

・夏休み水泳はスイミングキャップを着用してください。 

四日市市体育協会のホームページ(http://www.y-sports.jp)にある用紙でお申込みください。(電話申込み不可) 

詳細は同協会までお問い合わせください。 

問合せ 四日市市体育協会 �345-4111 FAX346-7767 


