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永年にわたり社会の進展に尽くされた皆々様に心から感謝
今から５6 年前の昭和３４年９月２６日に、本市は災害
史上最大の風水害と言える伊勢湾台風に見舞われ、１１０
余名の尊い生命と多くの住家・財産が奪われました。

し、ご健康とご長寿をお祝いする敬老会を開催いたします。
お楽しみ抽選会もありますので、ぜひ、お出かけください。
日 時

不幸にもこの災害で犠牲となられた皆様のご冥福をお
9 月２６日（土）8：45～9：15

場 所

富田一色海浜緑地公園内

場 所

富洲原小学校体育館

内 容

式典及び演芸

ふれあいホールにて行います。
）
問合せ

四日市市役所

築くための啓発活動」などに活用されます。
１４８，４５０円の
ご協力をいただきました。ありがとうご
ざいました。

♪富洲原中学校音楽部の合唱・

（小雨決行。雨天の場合は、
四日市市

就労支援」や「犯罪や非行のない四日市を
平成２７年度、富洲原地区では、

（受付 8：30 より）

伊勢湾台風殉難慰霊碑前

主 催

愛の資金は、
「犯罪や非行をした人たちの

開会 9：00～

祈りするため、下記のとおり献花式を執り行います。
日 時

9 月 19 日（土）

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/

白子高校吹奏楽部の演奏会・子どもたちの踊り
※台風等で「警報」発令の場合、中止となることがあります。
※敬老会の案内状と記念品を自治会長を通じて９月中旬頃ま

＜図書の貸出期間は２週間。お一人５冊まで。 ※新刊は１家族３冊までです。＞
スカラムーシュ・ムーン

海堂 尊

村上さんのところ

村上 春樹

リバース

湊 かなえ

なりたい

畠中 恵

悲嘆の門（上）

宮部 みゆき

悲嘆の門（下）

宮部 みゆき

今年度、最後のダンボールコンポスト講座です。

泣き童子

宮部 みゆき

ダンボールコンポストは、毎日の生ごみをコンポストに

ブルーマーダー

誉田 哲也

入れて混ぜるだけで堆肥ができる、とても簡単な作業で

若沖

澤田 瞳子

す。気になる臭いもあまりありません。堆肥化することで、

ラプラスの魔女

東野 圭吾

家庭から出る生ごみが減り、地球温暖化防止にもなりま

禁断の魔術

東野 圭吾

す。２回目のアフターフォローでは途中経過を見てもら

森は知っている

吉田 修一

でにお配りいたします。お手元に届かない場合には、お住

健康福祉課

まいの自治会または、団体事務局までお問合せください。

354-8109

問合せ

富洲原地区団体事務局

365-1174

い、分からない事など相談することができるので安心で

103 歳になってわかったこと

す。みなさん、挑戦してみませんか？
日 時

＊寄贈

1 回目 10/8 日（木）講師から話を聞いて実践
2 回目 10/ 22 日（木）アフターフォロー講座
※いずれも 10：00～

場 所
講 師

富洲原地区市民センター 2 階大会議室
四日市ダンボールコンポストの会 会員

参加費・材料費
申 込

無料

持ち物

筆記用具

９月９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

三島屋変調百物語参之続

８月２３日（日）の四日市花火大会の開催にあたっては、
交通規制をはじめ大会の運営に多大なご協力をいただきあ
りがとうございました。また翌日は早朝から、富洲原きら
く会（３地区の老人会）多数、中学校３００名のみなさん
に、清掃ボランティアとしてゴミ回収のお手伝いをしてい
ただきました。暑い中、ご協力ありがとうございました。

ヘルプマン!!

人生は一人でも面白い

Vol.１（介護蘇生編）

篠田 桃紅
くさか 里樹

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

くさば

おおきい ちいさい（0.1.2 えほん）

元永 定正

てん てん てん（0.1.2 えほん）

わかやま

でてこい

はやし

でてこい（0.1.2 えほん)

たまごのあかちゃん

よしみ
しずこ
あきこ

神沢 利子

うんてんしよう！のりものだいしゅうごう
（おとのでるスーパーのりものシリーズ）

回 覧

しゅっぱつしんこう！（おりたたみしかけえほん）

シンディ

おかあさんだいすきだよ

宮西 達也

ペンちゃんギンちゃんおおきいのをつりたいね！

宮西 達也

チャン

子育てに関心のある男性を「父親の子育てマイスター」に認定する「父親の子育て
マイスター」養成講座を下記の日程で開催します。また、第 1 回（9/26）は公開講座
となっており、どなたでも参加することができます。ふるってご参加ください。
講座内容

5・6 年生を対象に児童館庭と小学校体育館で「野外炊事＆お
泊まり会」がありました。ブロックでかまどを作り、薪で火
を起こし、飯ごうでご飯を炊きカレーを作って、みんなでお

市こども保健福祉課 保健師

「こにゅうどうくん」はエントリーNo.64 です。

11/22(日)

パパッと簡単！ お手軽ランチ講座

料理教室講師 吉武 奈穂子さん

問 合 せ

12/13(日)

先輩マイスターと語ろう

パパスマイル四日市

1/17(日)

必殺遊び術！! at 子育て支援センター

遊び術講師 重盛 貴夫さん

2/13(土)

グループトークの発表
父親の子育てマイスター 認定式

パパスマイル四日市

時

場
所
定
員
料
金
そ の 他
申
込

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

9 月２8 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

申込み

申込み・参加費不要（当日、直接会場へ）

問合せ

四日市市役所 健康づくり課 354－8291

11 月 16 日（月）まで

ママに変身 驚きの 3 分間

日
四日市市立北部児童館

投票期間

10/18(日)

し、楽しい夏休みの思い出となりました。

共 催

「こにゅうどうくん」への熱い応援、よろしくお願いします。
ゆるキャラグランプリ オフィシャルウェブサイト

夜のレクリエーションでは大縄跳びやいろいろなゲームを

社協 青少年を守る会

パソコンやスマホで下記アドレスから“毎日”投票できます。

NPO 法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
代表理事 安藤 哲也さん

いしくいただきました。

主 催

師

人気投票「ゆるキャラ®グランプリ 2015」に挑戦しています。

公開講座 育児を楽しむ笑顔のパパへ！
ぢから
～家庭を支えるパパ力 のススメ～

9/26(土)

8 月 22 日（土）から 23 日（日）にかけて、富洲原小学校

講

「こにゅうどうくん」が全国のキャラクターの一番を決める

申込期限
問 合 せ

9/26（土） 13：00～16：00（手話通訳あり）
その他
9：30～12：00
四日市市文化会館、四日市市総合会館 他
養成講座：20 人程度
公開講座：100 人程度
無料
託児あり（対象年齢：生後 10 か月～就学前まで、要申込。）
住所、名前、電話番号、E メールアドレス、託児の有無を、はがき、電話、
ファックス、E メールで、こども未来課へ
〒510-0085 四日市市諏訪町 2 番 2 号 四日市市役所 こども未来課宛
E メール kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
養成講座、公開講座ともに 9 月 24 日（木）まで
＊講座に関する情報は市ホームページにも掲載しています。
四日市市役所 こども未来課  354-8069 Fax 354-8061

http://www.yurugp.jp/index.php
四日市市役所 観光推進課
354-8176

毎日、
投票してね！！

ゆるキャラ®グランプリ 2015

市民センターでの忘れ物をお預かりしています（水筒、帽子
など）。心当たりの方は、9 月 30 日（水）までにお申し出くだ
さい。お申し出のない場合は、処分させていただきますので、
ご了承ください。
問合せ

富洲原地区市民センター 365-1136

平成 27 年 8 月 20 日号のセンターだよりで、
「高齢者・障害
者の人権あんしん相談」強化週間の案内に誤りがありました。
一般財団法人 自治総合センターでは宝くじ収入を財源にコミュニティ活動に対し
助成を行っています。
平成 28 年度の助成を希望するコミュニティ組織は、各地区市民センターまでご連絡
ください。
助成対象団体

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）はシステム
調整のため、臨時休業いたします。
10 月 3 日（土）
・4
・4 日（日）終日
皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。
問合せ

四日市市役所 市民課 354-8152
市民窓口サービスセンター

359-6521

コミュニティ組織（自治会、子供会、保存会など地域に密着する活動を
している団体）・自主防災組織

書類提出期限

10 月 6 日（火）までに四日市市役所 市民協働安全課へ

募集する事業

一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業・青少年
健全育成助成事業・地域防災組織育成助成事業

※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
http://www.jichi-sogo.jp
問

合

せ

四日市市役所 市民協働安全課 354-8179

皆様にご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。
お詫びして訂正いたします。
問合せ 四日市市役所 人権センター
354-8609 FAX354-8611

