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実施日

7 月 17 日（金）の「三重県自治会連合会定期総会」で、
自治会長として、多年にわたり富洲原地区のまちづくりに
貢献し、地域の発展に尽力されたとして、
次の方々が表彰されました。

場 所

締 切

9/14（月）
9/15（火）

子宮頸がん
富洲原地区
市民センター

※8/19
（水）

9/16（水）

実施日

検診時間
10：15～10：45

10/27（火） 11：15～11：45
13：30～15：30

当日は、日本武道館において政府主催の「全国戦没者追悼式」
が行われます。市民、事業者さまも８月１５日（土）正午から

対 象 者
平成８年 4 月１日
以前生まれの方
昭和 51 年４月１日
以前生まれの方

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

本校３年生、森辰好さんが陸上競技県大会、110Ｍハードル３位
で標準記録を突破し、北海道札幌市で開催される全国大会に出場す
ることとなりました。
全国大会は、８月１８日（火）から開催されます。
ぜひとも、全国の舞台で活躍することを期待したいと
思います。

※9/14（月）の子宮頸がんは定員になりました。

竹岡 眞之さん（富田一色広小路町自治会長）

８月 15 日は、
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。

乳がん（マンモ）

胃がん
大腸がん

日本赤十字社三重県支部長表彰
藤田 信男さん（富洲原地区連合自治会長）

検診内容

富洲原地区団体事務局（センター１階） ３６５－１１７４
３６５－１１７４

場 所

対象者

富田一色公会堂
松原公会堂

昭和 51 年 4 月１日

内 容

健康な食生活について

以前生まれの方

日 時

8 月 17 日（月） 10:00～11:00

場 所

富洲原地区市民センター

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）

富洲原地区市民センター

※あさけプラザなどでも受診できます。
他の受診会場や乳がん（エコー）は、検診のお知らせ（広報よっかいち４月
下旬号別冊保存版）をご参照ください。あさけプラザなどでも受診できます。
問合せ 四日市市役所 健康づくり課 354－8282

＊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。

1 分間の黙祷をお願いします。
黙祷の時間にあわせて、市内の寺院では当日正午に鐘が鳴ら

問合せ

されることがあります。この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平
和と命の尊さについて考えてみましょう。
問合せ

四日市市役所

健康福祉課 354-8109

2 階大会議室

① 申込み受付期間：9
9 月 11 日（金）～
（金）～9 月 30 日（水）まで、
（水）

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

昨年より 1 ヵ月早くなりました。ご注意ください。
② 9 月 1 日（火）から申込書をお渡しします。
※詳しくは、
「広報よっかいち」７月下旬号・8 月下旬号をご覧ください。
問合せ

四日市市役所 保育幼稚園課 354-8172

「在宅介護支援センター」は、社会福祉法人などに対して、市から業務
を委託している公的機関で、365 日２４時間無料で相談に応じていま

あなたのお住まいの地域に、母子家庭・父子家庭や

す。高齢者の介護・福祉・医療などで困ったときは、ご遠慮なくご相談

寡婦の方に対して、子育てのことや生活のことなど、

ください。

様々なお困りごとの相談にのってくれる
ひとり親家庭福祉協力員さんがいます。
ひとり親家庭福祉協力員
ひとり親家庭福祉協力員については、富洲原地区市民センター
（365-1136）または、家庭児童相談室（354-8276）に
お問合せください。
富洲原地区のひとり親家庭福祉協力員は
富洲原地区のひとり親家庭福祉協力員は
宮川 しのぶさん ・ 高橋 千枝さんです。
千枝さんです。

四日市市中央緑地芝生広場において、
市内消防分団の 25 分団が参加して「消
防団操法競技大会」が行われました。富
洲原分団は、この日に向けて暑い中、仕
事を終えてから練習を重ね、放水技術を
披露しました。分団のみなさん、大変お
疲れ様でした。

＜富洲原地区担当の在宅介護支援センター＞
富洲原在宅介護支援センター 担当地域：富田一色・松原
富州原町２-8０ 366-2600

FAX364-0306

天カ須賀在宅介護支援センター 担当地域：天カ須賀
天カ須賀４丁目７-25
問合せ

361-5361

FAX361-5362

四日市市役所 介護・高齢福祉課
354-8170

FAX354-8280

回 覧

本大会は、各校園・地区等での実践を持ち寄り討議する
7 月 9 日（木）、ダンボールコン
ポストの会の尾関紀嗣さんを迎えて、
平成 27 年度「第 2 回ダンボールコン
ポスト講座」を開催しました。

尾関さんから、地球温暖化で異常気象が起こっているお話があり

北部児童館で「夏まつり 2015in 富洲原」

会場での落し物や忘れ物などを

さらなる発展と充実をめざしていきます。

が開催され、たくさんの方が来場しました。

団体事務局で８月末までお預かり

また、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす取組

３ヵ月間、毎日混ぜるだけで堆肥ができ、生ごみ処理は手軽な

しています。

手づくり夜店に子どもたちや老人会の踊り、

お心当たりのある方は、団体事務局

築いていく大会です。

まつりの最後にあった抽選会も大いに盛り

（365-1174）へご連絡ください。

大会テーマ

上がり、富洲原の夏の夜を楽しみました。

「みんなでつくろう
「みんなでつくろう 差別のないまち」
～差別をなくす主体者として、つながろう 強い絆で～
日

時

8 月 23 日（日） 9：20 開会

会

場

四日市市文化会館・じばさん三重・

ＣＯ2 削減になるというお話しに、受講生のみなさんは、熱心に
耳を傾けてみえました。

開催前は台風の影響も心配されましたが、

を進めていくとともに、みなさまと「差別のないまち」を

ました。ダンボールコンポストは、家庭で出来る地球温暖化防止で、
基材（ピートモス・もみ殻くん炭）に家庭から出る生ごみを入れて

富洲原地区市民センター駐車場および

中で、今までの取組を振り返り、今後の方向性を探りながら、

たいへん暑い中、スタッフのみなさんの
ご協力ありがとうございました。

中部地区市民センター
＜記念講演会＞

23 日にはアフターフォローで、コンポストの中身を一つかみ
持ち寄り、途中経過を見てもらい、経験者の方も交えて分からない

同対審答申５０年の成果と課題
～三重県民意識調査から見えてくるもの～
講 師 奥田 均さん（近畿大学）

事、工夫した事などを話し合いました。３ヵ月後に生ごみが堆肥に

10：20～（市文化会館第 1 ホール）

なるのが楽しみですね。
アフターフォローで
話し合いました。

手作り夜店で楽しみました。

プレミアム付商品券の当選ハガキの引換（購入）期限は、
8 月 12 日（水）までとなっておりますので、当選された
日（水）
方は、必ず期限までに引換（購入）をお願いします。
期限後は、引換（購入）できなくなります。
問合せ

四日市市プレミアム付商品券実行委員会
350-3160 FAX350-3186
児童館・社協 保健体育部主催の「おばけやしき」

四日市市では、行政上の課題や市民生活上の問題点などについて、

中から、「キャー！！」という悲鳴が・・・。

市民の皆様のご意見やご要望を幅広くお聴きしながら、その結果を
市政に反映させることを目的として、毎年、市政アンケート調査を
先般、静岡県にて電気柵による死亡事故が発生しました。

実施しています。
この調査は、満 20 歳以上の方から無作為に抽出した 5,000 人の

引き起こす危険があります。特に 30V 以上の電源を供給

方々にお願いするものです。
調査の趣旨をご理解いただき、市政アンケートにご協力ください。

設置を行ってください。

8 月 20 日（木）～9 月 10 日（木）

問合せ

四日市市役所 広報広聴課
354-8244 FAX354-3974

する場合は、漏洩遮断器の設置が必要です。
事故を防ぐための安全確認と、危険を表示する看板の

■アンケート実施期間
問合せ

電気柵は設置の仕方や使用方法を誤ると、重大な事故を

広聴イメージキャラクター
「きくゾー」

四日市市役所 農水振興課
354-8181

子どもや老人会・飛鳥・フォークダンス
サークル「スマイル」の皆さんが元気に
踊りを披露してくれました。

抽選会も大盛り上がりでした。

