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１／１６（火）たこを作ってとばしてみよう！
２３（火）マラソンをしよう！
（火）マラソンをしよう！
重大な欠陥製品に対し経済産業大臣は危害防止命令としてリコールを命じる権
重大な欠陥製品に対し経済産業大臣は危害防止命令としてリコールを 命じる権

富洲原地区社会福祉協議会（地区社協）では、
富洲原地区社会福祉協議会（地区社協）では、12
12 月 23 日（土・
祝）頃から、民生委員さんを通じて 65 歳以上の寝たきり高齢者、
認知症高齢者、在宅重度身体障がい者のみなさまへの友愛訪問を、
また 75 歳以上のひとり暮らし高齢者のみなさまへの歳末見舞のた
め訪問し、暮らしの様子をお伺いします。ご理解とご協力をお願いし
ます。
・
富洲原中学校が新年のあいさつを書いた福祉年賀状を、
富洲原中学校が新年のあいさつを書いた福祉年賀状を、65
65 歳以上
のひとり暮らしの高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、在宅重度
身体障がい者の方へ送ります。楽しみにしていてください。

１２月１日（金）に富洲原中学校で、「震災を体験して～震災時
に自分たちができること、やるべきこと～」をテーマに講演会が行
われました。
講師に、宮城県の横山高行さん・熊本県の宮村幸宏さんをお招き
し、実際の震災体験を通して、
実際の震災体験を通して、震災時において私たちができること、
やるべきことの貴重なお話を実際の映像や写真を交えながらご講
演いただきました。
この講演会
この講演会により、自助はもとより、みんなで助け合う共助の大
により、自助はもとより、みんなで助け合う共助の大
切さ・人の命の大切さを改めて認識することができたと思います。

限を持っており、下記の３つの製品が対象になっております。対象製品を見つけ
た場合は、ただちに使用を中止し、それぞれのお問合せ先にご連絡くださるよう

お願いします。
① 松下電器産業株式会社
石油温風暖房機：ＦＦ式石油温風機、石油フラットラジアントヒーター
油温風暖房機：ＦＦ式石油温風機、石油フラットラジアントヒーター
【販売等期間 昭和６０年１０月～平成４年１月 製造】
② パロマ
半密閉式ガス瞬間湯沸器
【昭和５５年～平成元年製】
③ ＴＤＫスチーム式加湿器
ユゲインスチームマスターＫＳ－５００Ｈ、ＫＳ－３００Ｗ
【平成１０年９月～平成１１年１月販売】
ユゲインスチームマスターＫＳ－３１Ｗ、ＫＳ－３２Ｇ
【平成５年８月～平成６年３月販売】
※詳しく品番は各社のホームページを
詳しく品番は各社のホームページを
詳しく品番は各社のホームページをご覧ください。
ご覧ください。
当室のホームページでも消費者庁の該当ページにリンクしているのでご活用く
ださい。
四日市市役所ホームページトップページ 下方 「相談窓口」をクリック→「各
の１つ「消費者
種相談」項目の１つ「消費生活相談」をクリック→下方 項目の
１つ「消費者
１つ「消費生活用
安全（リコール情報など）外部リンク」をクリック→項目
安全（リコール情報など）外部リンク」をクリック→項目の１つ「消費生活用
製品安全法による危害防止命令対象製品回収のお知らせ」をクリック
製品安全法による危害防止命令対象製品回収のお知らせ」をクリック
この記事に関する問合せ先 市民・消費生活相談室 ☎３５４－８１４７

３０（火）まめまきをしよう！
（火）まめまきをしよう！
●１月も３回あそび会をします。寒さに負けず
元気に遊びましょう。
●着がえや防寒着、水分補給のお茶などご用意
下さい。
。
時 間

10
10：00～11
11：30

持ち物 着替え、タオル、お茶等
富洲原幼稚園

☎365-0653
0653

園児と一緒に遊ぼう！

１/１０
１０・１７・２４
１７・２４
※いずれも水曜日
時

間

持ち物

〜12：00
9：30〜
着がえ・タオル
帽子・お茶

富洲原保育園 ☎365-0994
☎
0994

あそぼう会
子育て相談
子育て相談（
（要 電話予約）
電話予約）
月～金曜日

１２：５５
１月１４日（日）第Ⅰ部１０：００～
１月１４日（日）第Ⅰ部１０：００～１２：５５
第Ⅱ部１４：００～１６：３０
（時間は変更になる可能性があります）
場 所 四日市文化会館 第２ホール
入場料 無料（入退場自由）
※市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇
る演技をご覧ください。

日 時

１２月５日（火）
１２月５日（火）
、富洲原中学校１・
、富洲原中学校１・３年生が
３年生がクリーン作戦として中学校、
クリーン作戦として中学校、
小学校、幼稚園、保育園、地区市民センターや周辺の道路、溝等を清掃して
くれました。２年生は災害時の避難所を想定したアルファ米の炊き出し訓練
をし、ＰＴＡの皆さん手作りの豚汁と
をし、ＰＴＡの皆さん手作りの豚汁とともに試食をしました。
ともに試食をしました。災害が起きた
ともに試食をしました。災害が起きた
時は、中学生の皆
時は、中学生の皆さんは地
地
域にとって大きな力です。
ありがとうございました。

30〜14：
9：30
：30

日の本保育園子育て支援センター
☎365
0840
365-0840

松原町八風公園
10：10
40
10～10：40
富田一色公会堂
13：40
10
40～14：10

回 覧

富洲原地区市民センタ
富洲原地区市民センター
ー
14：20
00
20～15：00

今回のテーマは、

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。

・魅力的な「富洲原人」を発掘しよう。

【 一 般 図 書 】
キリンビール高知支店の奇跡 勝利の法則は現場で拾え！
ハリネズミの願い

住野 よる
※入荷待ち

遠い山なみの光（文庫）
日の名残り（文庫）

田村 潤
トーンテレヘン

また、同じ夢を見ていた
私を離さないで（文庫）

・魅力的な富洲原の宝を探そう！

カズオイシグロ
カズオイシグロ

※入荷待ち

花のさくら通り

カズオイシグロ
萩原 浩

子ど
子どもさんから高齢者まで「わいわいガヤガヤ」と、地道な地
もさんから高齢者まで「わいわいガヤガヤ」と、地道な地
域活動やユニークな人、散歩や探究心をそそる町並みや路地な
どいろいろな地域の「お宝」探しをしました。今回は、ワーク
ショップ
ショップのお知らせや内容説明が行き届かなかったこともあって参加人数は少なかった
のお知らせや内容説明が行き届かなかったこともあって参加人数は少なかった
ものの、参加されたみなさんから、いろいろなアイデアが生まれ、会場はある種の共感
ものの、参加されたみなさんから、いろいろなアイデアが生まれ、会場はある種の共感
に包まれました。この共感が倍々ゲームで広がっていくことを期待しています。
「若い世代や、小中学生にも是非、体験してもらいたい。
」
「みらい大学では固いイメージがあるので、みらい酒場的に開催してはどうか」
「みらい大学では固いイメージがあるので、みらい酒場的に開催してはどうか」
とのアドバイスも、いただきました。

明るい夜に出かけて

佐藤 多佳子

次の震災について 本当のことを話してみよう

福和 伸夫

自分をいたわる暮らしごと

結城 アンナ

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと

西原 理恵子

倒れるときは前のめり

有川 浩

翻訳できない世界のことば

エラ・フランシス・サンダース

伝え方が９割

佐々木 圭一
【 児 童 図 書 】

でんしゃでいこう でんしゃでかえろう
文房具図鑑
それいけ！アンパンマン 力がみにつく音の出る知育絵本

間瀬 なおたか
山本 健太郎
やなせ たかし

今回のシティ・ミーティングでは参加者の皆
ミーティングでは参加者の皆さんと市議会について意見交換をさせていただく予定にし
さんと市議会について意見交換をさせていただく予定にし
ておりますが、具体的なテーマが決定しましたら、市議会
ておりますが、具体的なテーマが決定しましたら、市議会
が、具体的なテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシなどでお知らせします。
ホームページやチラシなどでお知らせします。
当日お聴きしたご意見は今後の議会活動の参考とさせていただきます。
なお、１１月定例月議会で審議された内容を報告する議会報告会も併せて
１１月定例月議会で審議された内容を報告する議会報告会も併せて開催します。
開催します。どなたでも参加
していただけます。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。
日 時 １月２１日（日）１３：００～１６：００
場 所 四日市市総合会館 ８階 視聴覚室（諏訪町２番２号）
・第１部
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）
※当日、会場へ直接お越しください。※手話通訳いたします。
※当日、会場へ直接お越しください。※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
※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。※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性
もありますので、あらかじめご了承願います。※総合会館にお車でお越しになる方は、市営中央駐車場に
駐車してください。駐車券の処理をしますので、会場まで駐車券をお持ちください。
問合せ 四日市市議会事務局 議事課 ☎３５４－８３４０

富洲原ぷらっと

なお、今回のワークショップの内容は、今後、フェイスブック「富洲原ぷらっと」で
なお、今回のワークショップの内容は、今後、フェイスブック「富洲原ぷらっと」で

紹介していきます。

募集人数 ６人程度
人程度
職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任
期 平成３０年４月１日から平成３１
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日
年３月３１日 （再任用する場合もあります）
勤 務 地 各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
主な受験資格 次の要件を全て満たす人
① これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
② 地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、
地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③ 民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職
民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職
後、３年以上経過していること。
夜間、休日の会議、行事等への参加 可能な人。
④ 夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑤ 四日市市に在住する人。
）
【必着】
募集期間 １月５日（金）から１月３０日（火
１月５日（金）から１月３０日（火）
応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、
市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、
市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日か
市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日か
ら金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までにお願いします。
問合せ先 四日市市役所 市民生活課 ☎354-8146

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供す
四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供す
るもので、市内に在住・在勤・在学の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。
【募集の締切
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。

は、２月５日（月）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問合せ
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問合せ
ください。
問合せ先 文化振興課 ☎３５４－８２３９ Ｅメール bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

