
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2８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/    

 

回回 回回
 
覧覧 覧覧
 

             

 

夏休みは、みんなで 

センターへ行こう。 

「木工教室」「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２８日（木） 

9：00～11：３0 

場 所 富洲原地区市民センター 

２階大会議室 

対 象 小学生 

（1～４年生は必ず保護者同伴） 

定 員 ２５名 

材料費 ４00 円 

     （申込時に徴収します） 

講 師 國保 佐助さん 

    斉藤 俊彦さん  

持ち物 筆記用具・カッターナイ

フ・ハサミ 

（飲み物は各自で 

ご用意ください。） 

 

 

 

日 時 8 月 ６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 

 

メニューは、メニューは、メニューは、メニューは、    

お楽しみにしていてね！！お楽しみにしていてね！！お楽しみにしていてね！！お楽しみにしていてね！！    

（３品から４品作ります。） 

 

 

 

 

 

 

※クイズもやるよ！ 

日 時 8 月 １８日（木） 

９：３0～1１：０0 

場 所 富洲原地区市民センター 

２階大会議室 

対 象 小学生とその保護者 

定 員 20 名 

参加費 無料 

講 師 渡辺 晴美さん 

持ち物 筆記用具・タオル 

飲み物 

（飲み物は各自で 

ご用意ください。） 

※おみやげがあります。 

 

日 時 8 月４日（木） 

９：３0～12：00 

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。） 

・家で災害がおきたら！ 

・さまざまな困難をクリ

アしながら、ゴールを

目指しましょう！ 

※センターに見本

があります。 

（高さ約４０㎝） 

 

日 時 ８月１０日（水） 

      １９：３０～２１：００ 

場 所 富洲原地区市民センター駐車場 

    北部児童館 

対 象 小学生と保護者 

定 員 ５０名 

参加費 無料 

その他 ★夜間になりますので、子どもさ

んだけで参加の場合は、必ず保護者による

送迎をお願いします。 

★天候により「きらら号」で観望できない

場合は、移動式プラネタリウム「星たまご」

がやってきます。 

持ち物 お茶・タオル・筆記用具等 



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。 

７７７７    

月月月月 

１４日(木)  セ事業・ダンボールコンポスト 

１５日(金)～１７日(日) 

  聖武天皇社祭礼｢石取祭り｣ 

１７日(日)  消防操法競技大会（中央緑地） 

２３日(土)  夏まつり 201６in富洲原  

      （雨天２４日） 

２８日(木)  セ事業・夏休み子ども講座  

～工作教室～ 

 

８８８８    

月月月月 

 

４日(木)  セ事業・夏休み子ども講座 

      ～科学教室～ 

６日(土) セ事業・夏休み子ども講座 

     ～親子料理教室～ 

１０日(水) セ事業・夏休み子ども講座 

      ～星空教室～ 

１４日(日)・１５日(月) 

住吉神社「石取祭り」 

          富田一色「けんか祭り」 

１８日(木) セ事業・夏休み子ども講座 

      ～防災教室～ 

２０日(土)・２１(日) 

     野外炊事・お泊り会 

     （地区社協・青少年を守る会） 

２１日(日)  四日市花火大会（雨天２８日） 

９９９９

月月月月 

 

１５日(木)  中学校体育祭（雨天順延） 

１７日(土) 小学校運動会（雨天順延） 

２５日(日)  敬老会 

      （小学校体育館） 

      （地区社協 福祉部） 

２６日(月)  伊勢湾台風殉難者慰霊献花式 

（富田一色海浜緑地公園） 

３０日(金)  小学校創立 140周年記念式典 

      福祉講演会（地区社協・福祉部） 

    
２日(日)  富田一色地区運動会 

８日(土)  保育園運動会 

９日(日)  四日市市民スポーツフェスタ 

（地区社協 保健体育部） 

１０日(月・祝) 天カ須賀地区運動会 

        （四日市ドーム） 

１６日(日)  松原地区運動会 （雨天２３日） 

２２日(土)  四日市市老人クラブ運動会 

２９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３０日） 

  

  

１日(火) 中学校文化祭 

６日(日) 富洲原地区文化祭 

（小学校体育館） 

（地区社協 文化部）  

１３日(日) 富洲原地区総合防災訓練 

（雨天決行） 

（自主防災隊） 

２０日(日)   PTA廃品回収 

（保・幼・小・中PTA） 

（雨天２７日） 

２０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２７日） 

26日(土)  人権講演会（中学校体育館） 

     （中学校ＰＴＡ・人権協との共催） 

 

 
11111111    

月月月月    

7／５ プールで水あそび！ 

 １２ プールで水あそび！ 

 １９  ７月生まれのお友だちのお誕生会！ 

 ※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 

★お天気がよければビニールプールで水遊び

をしたり、園児用の大きなプールの水を少な

くして入ったりします。水着またはパンツ（水

遊び用に洗濯したもの）・タオルなどご準備く

ださい。お天気が悪い時は、新聞紙を使って

親子で楽しめる遊びをします。 

富洲原幼稚園  �365-0653 

園児と一緒に遊ぼう！ 

7/６・１３・２０・2７ 

※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    

 

３日(金) 松原地区人権懇談会 

（松原公会堂）（人権協） 

２２２２    

月月月月    

１日(土)  幼稚園運動会（雨天順延） 

１日(土)  暁幼稚園運動会 

 １日(土) 日の本保育園運動会 

 

10101010    

月月月月    

６日(火)  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） 

福祉年賀状（地区社協 福祉部） 

１１日(日) 北部ブロック「人権ひろば」 

         （北部ブロック人同協） 

 12121212    

月月月月    

８日(日)  消防出初式 

（四日市ドーム） 

２０日(金) 富田一色地区人権懇談会 

（富田一色公会堂）（人権協） 

２７日(金) 天カ須賀地区人権懇談会 

      （天カ須賀公会堂）（人権協） 

２８日(土) 小学校・連合自主防災隊合同

研修 

 

３３３３

月月月月 

 

地区広報「とみすはら」発行 

（地区社協 文化部） 

７日(火)  中学校卒業式 

１２日(日) 北部ブロック駅伝大会 

（地区社協 保健体育部） 

１６日(木) 暁幼稚園卒園式 

１７日(金)  小学校卒業式 

２２日(水)  幼稚園卒園式 

２５日(土) 日の本保育園卒園式 

２７日(月)  保育園卒園式 

      

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。 

 

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    

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、生憎の雨となりましたが、自治会・

自主防災隊の方をはじめ、５０名を超える方に参

加いただきました。参加された皆さんは、四日市

港管理組合の方からの説明を熱心に聞きながら、

実際の防潮扉開閉操作を体験されました。津波等 

           の災害時には、この訓 

            練が地域を守る第一歩 

            になると思います。 

 

 



※入場券に記載してある投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って所定

の投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませ

んのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 投票ができる期間 
投票ができる 

時間 

第１期日前投票所 （期間） 

６月２３日（木）から 

７月 ９日（土）まで 

午前８時３０分 

～ 

午後８時 

四日市市総合会館  １階 ロビー 

（諏訪町2番2号） 

第２期日前投票所 

（期間） 

７月 ２日（土）から 

７月 ９日（土）まで 

三重北勢健康増進センター １階 研修室 

(塩浜町1番地11) 

第３期日前投票所 

四日市市防災教育センター２階・防災センター 

(富田二丁目4番15号) 

第４期日前投票所 

四日市市中消防署中央分署３階・多目的ホール 

(曽井町391番地2) 

 

 

 この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、明る

い社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。 

問合せ 四日市市役所 健康福祉課 ☎３５４－８１０９ 

    

    

    

    

    

    

日 時日 時日 時日 時 ：：：：８月２１日（日）午前の部 10:00～11:30／午後の部 13:00～14:30  

場 所場 所場 所場 所 ：：：：総合会館 7 階（市役所西どなり） 第 1研修室 

内 容内 容内 容内 容 ：：：：￥￥￥￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方 

について学びます。 

     ￥￥￥￥参加者には、おこづかい帳、ちえふくろうグッズなどの記念品をお渡しします。 

     ￥￥￥￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。 

対 象対 象対 象対 象 ：：：：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2 人１組） 

定 員定 員定 員定 員 ：：：：各回 20 組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。） 

申申申申込み込み込み込み：：：：７月２９日（金）（必着）７月２９日（金）（必着）７月２９日（金）（必着）７月２９日（金）（必着）までに、往復はがきにて、 

① 希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前（ふりがな） 

⑤学年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名 を書いて、下記申込み先まで。 

申込み・問合申込み・問合申込み・問合申込み・問合せ先せ先せ先せ先    

〒510-8601 四日市市役所 市民生活課 市民・消費生活相談室 

（☎354-8147  FAX 354-8452） 

夏休みの自由研究に！ 

参加無料！！ 

  

 

平成２８年７月から、第２子以降の出産後６か月（経過措置あり）に限り、市内の認可保育所

が実施する一時保育に上のお子さんを２回まで無料で預けることができるサービスが始まりま

す。 

 このサービスを利用するための「保育無料券」の交付申請を受け付けています。「保育無料券」

の発行には１か月程度かかりますので、早めの手続きをお願いします。 

申請できる人：平成２８年４月１日以降に産まれた子とその兄・姉で就学前までの子を養育して

いる人（産婦） 

申 請 方 法： 出生届出の際に申請書類をお渡ししますので、地区市民センター等の窓口に提出

していただくか、専用封筒（切手不要）でこども未来課へ郵送してください。転

入などの場合は、こども未来課へご連絡いただければ申請書類をお送りします。 

このサービスを上手に利用してこのサービスを上手に利用してこのサービスを上手に利用してこのサービスを上手に利用してリフリフリフリフレレレレッッッッシュしてくださいね！シュしてくださいね！シュしてくださいね！シュしてくださいね！    

問合せ 四日市市役所 こども未来課  ☎３５４－８０６９ 

問合せ 四日市市選挙管理委員会事務局   諏訪町１番５号 ☎３５４－８２６９ 

◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇    

 

 

 

１．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かまたは、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。 

２．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

係団体からの推薦による。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。 

３．審査方法 （１）、（２）ともに書類による審査 

４．募集期間 ７月１日（金）から７月２９日（金）【消印有効】 

          問合せ 四日市市役所 文化振興課 ☎３５４－８２３９ 



 

 

◆マイナンバーカードについて 

マイナンバーカードを希望する場合、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」に

て申請することができます。ただし、住所などに変更がある場合、新しい申請書が必要ですのでお問合わ

せください。 

【マイナンバーカードのメリットの例】 

①マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができます。 

②e-Taxなどの電子申請ができます。 

③平成 29 年から、順次マイナポータルが開設され、マイナンバーに関係する行政機関の間での自分の個

人情報のやりとりが、自宅のパソコンから確認できます。 

◆マイナンバーカードの受け取りについて 

マイナンバーカードを希望し申請された場合、作成されたカードと「交付通知書」が住民票のある自治

体に順次届きます。その後、受け取りについての案内文書と交付通知書を、本人宛（転送不要）に送付し

ます。案内文書が届きましたら、事前に受け取り日時を市民課へ予約していただきます案内文書が届きましたら、事前に受け取り日時を市民課へ予約していただきます案内文書が届きましたら、事前に受け取り日時を市民課へ予約していただきます案内文書が届きましたら、事前に受け取り日時を市民課へ予約していただきます。 

なお、マイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードの申請が大変混み合っており、カードの交付準備が整うまでにしばらく時間の申請が大変混み合っており、カードの交付準備が整うまでにしばらく時間の申請が大変混み合っており、カードの交付準備が整うまでにしばらく時間の申請が大変混み合っており、カードの交付準備が整うまでにしばらく時間

を要しますので、あらかじめご了承ください。を要しますので、あらかじめご了承ください。を要しますので、あらかじめご了承ください。を要しますので、あらかじめご了承ください。 

 

問合せ 四日市市役所 市民課 ☎３５４－８１５２、ＦＡＸ３５９－０２８２ 

 

 

 

  

 

本市が市内１１７カ所に設置している防災行政無線（固定系）の地区遠隔制御装置について、

６月１日より運用が開始されました。 

【防災行政無線（固定系）地区遠隔制御装置とは】【防災行政無線（固定系）地区遠隔制御装置とは】【防災行政無線（固定系）地区遠隔制御装置とは】【防災行政無線（固定系）地区遠隔制御装置とは】    

本来、防災行政無線（固定系）は、危機管理室にある無線操作卓を通じて放送を行いますが、

地区遠隔制御装置を使用することで、危機管理室外からも無線の放送が可能になります。 

 

【誰が使用するのか】【誰が使用するのか】【誰が使用するのか】【誰が使用するのか】    

 平成２７年３月に、本市とコンビナート企業をはじめとした市内全３６社で災害防止協定を

締結いたしました。同協定には「事業所において災害が発生したとき又は発生するおそれがあ

るときは、地域住民に迅速に広報するものとものとする。」との記載があり、その内容を補完

する目的から、必要に応じて災害防止協定事業者が使用します。 

 

【いつ使われるのか】【いつ使われるのか】【いつ使われるのか】【いつ使われるのか】    

 事業所において地域住民に被害が生じた、もしくは生じる恐れのあるような大規模爆発、大

規模火災、有毒ガス及び有害物資の大規模流出等の災害が発生した場合で、かつ消防機関が事

業所に到着するまでの間に使われます。 

 そのため、事業所内で完結するような、小規模な事故の発生時には使われません。 

 

【地区遠隔制御装置はあくまで広報手段の１つ】【地区遠隔制御装置はあくまで広報手段の１つ】【地区遠隔制御装置はあくまで広報手段の１つ】【地区遠隔制御装置はあくまで広報手段の１つ】    

 地区遠隔制御装置は、災害時の広報手段の１つとして災害防止協定締結事業者に使用しても

らうものであり、必ずしも同装置によって広報されるわけではありません。 

 事業所は、地区遠隔制御装置のほかにも、今までどおり広報車等の方法で災害時の広報を行

っていきます。 

【お問い合わせ先】 

四日市市役所 危機管理室 

 ☎354-8119 

    

  

６月定例月議会の議会報告会を、７月13日、15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１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会        第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）    

日 時 
平成２８年７月平成２８年７月平成２８年７月平成２８年７月 13131313 日（水）日（水）日（水）日（水）    平成２８年７月平成２８年７月平成２８年７月平成２８年７月 15151515 日（金）日（金）日（金）日（金）    

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

常 任 
総   務 教育民生 産業生活 都市・環境 

委員会 

所 管 

事 項 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防など 

 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 

道路、住宅、上下水道、

区画整理、環境衛生など 

会 場 

四郷地区市民ｾﾝﾀｰ 総合会館 三重地区市民ｾﾝﾀｰ 桜地区市民ｾﾝﾀｰ 

２階大会議室 ７階第１研修室 別館大ホール ２階大会議室 

室山町645-1 諏訪町 2-2 東坂部町 71-2 桜町 1399 

※シティ・ミーティングのテーマは、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。 

※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。 

※教育民生常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車してくだ

さい。 

 



 

 


