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まちづくりへＧＯ！
慶応義塾大学学生による
合宿調査にご協力を！
８月 15 日（火）から８月１７日（木）にかけて、慶應義塾大学環
境情報学部の一ノ瀬教授の研究会を中心とする学生 14 名が、四日市
市まちづくりプロジェクトとして、富洲原地区において、
「食」
「子供」
「地域の担い手」の３つのテーマから地域との交流・意見交換をしな
がら調査し、提案発表を行います。
2 月に合宿した学生も引き続き 3 名参加しています。
調査先や意見交換の内容は現在調整中です。「食」「子供」「地域の担
い手」についての見学場所や、お話の出来る方の情報があればよろし
くお願いします。
また、お盆やお祭りの機会に帰省した方にもお話をうかがいたいとの
ことですのでよろしくお願いします。
８月 15 日（火）けんか祭り、石取祭りを体験、意見交換
８月 1６日（水）富洲原地区内を調査、意見交換
８月 17 日（木）13:00～学生からの提案発表
（富洲原地区市民センター）
【問合せ先】 富洲原地区市民センター ☎３６５－１１３６

まちづくり推進協議会に 4 つの部会ができます。
富洲原地区の地域課題の解決方法を検討し、実践してい
くため以下の４つの部会を設置することとなりました。
〇地域包括ケア部会
〇歴史部会
〇空き家部会
〇安全・安心部会
現在、まちづくり推進委員会、地区社協、連合自治会の
役員のメンバーがそれぞれの関心に応じて部会に参加して
いますが、興味のある方はどしどし参加してください。
みんなでワイワイガヤガヤ、楽しいまちづくりを進めま
しょう！
【問合せ先】富洲原地区地域マネージャー ☎365-1136

まもなく締め切りです!!

実施日

場

所

申し込みはお済ですか!?

締 切

子宮頸がん ・・・・ 平成 10 年 4 月 1 日
以前生まれの人

9/11
（月）

9/12
（火）

対象者

子宮頸がん検診と
同時実施

富洲原地区
市民センター

8/14
（月）

（20 歳以上の人）

HPV 検査
(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛ-ﾏｳｲﾙｽ検査)
２０歳～50 歳以下で
3 歳毎の年齢の方
乳がん（マンモ）
昭和 5３年 4 月 1 日
胃がん（バリウム）
以前生まれの人
大腸がん
（４0 歳以上の人）

9/13
（水）

7 月 1６日（日）、四日市市民公園にて「第 5４回
四日市市消防団消防操法競技大会」が開催されました。
市内消防分団の 25 分団が参加し、富洲原分団は７番目
に出場しました。5 人 1 組で競技を行い、放水技術などを
披露し、激戦の結果、北部ブロックがブロック賞をいただ
きました。この日に向けて暑い中、仕事を終えてから練習
を重ねてきました。分団のみなさん、お疲れさまでした。

実施日

10:15～10:45
10/27
（金）

たかぎひろき

場

所

対象者

富田一色公会堂
昭和 5３年 4 月 1 日

11:15～11:45

松原公会堂

13:30～15:30

富洲原地区市民センター

以前生まれの方
（４０歳以上の人）

【競技で活躍された富洲原分団の方々】
か と う やすたか

検診時間

いのうえしょうじ

加藤康孝さん・髙木洋樹さん・井上正治さん
あさのゆうき

いとうまさき

淺野裕紀さん・伊藤正樹さん

2 月の調査の様子

回
覧

ブロック賞を表彰授与さ
れる山野正隆さん
山野さん

以上５名

放水技術を披露中の富洲
原分団

※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。
※定員に達した場合、締め切り前でも申し込みをお断りする場合があ
ります。
【問合せ先】 四日市市役所 健康づくり課 354-8282

8 月 14 日(月)～16 日(水)まで
お休みさせていただきます。

富洲原地区市民センターに新しい寄贈本と寄贈ＤＶＤが入りました！
今年も、富洲原地区の夏の風物詩である夏まつりが開催されました。
大変 蒸し暑く、うだるような日となりましたが、その中、今年も大勢の方にご来場
いただきました。
来場された皆さんは、手作り夜店での買い物や踊りのステージ・おばけやしき等で、
家族そろって楽しい時間を過ごされ、夏まつりの最終イベントである抽選会では大い
に盛り上がりました。
この祭りを通して、富洲原地区の絆がよりいっそう深まったのではないかと思います。

DVD

SUNRIZE！４３
～こにゅうどうくんのテーマ～

本

続・よっかいち 歴史浪漫紀行

本

ヒマラヤ大聖者のマインドフルネス

本

みんなでつくる総合計画

【歌手】 浦島りんこ
【寄贈者】四日市市観光・シティプロモーション課

【著者】 北野 保

図書の貸出期間は
２週間。
お一人５冊まで。

【寄贈者】四日市商工会議所

【著者】 ヨグマタ

相川圭子

＜※新刊は

【著者】 チームさかわ
【寄贈者】issue＋design

代表

筧 祐介

１家族３冊まで＞

メッセージ花火受付中！！
園児・児童館・飛鳥・
老人会・スマイルの
皆さんが元気に踊りを
披露してくれました。

日

時

８月１９日（土）

８月 27 日(日)に四日市港富双緑地で開催される「四日市花火大会」で、
花火とともにメッセージを届けてみませんか？

10：00～＜申込不要＞
場

所

富洲原地区市民センター
2 階調理室

持 ち 物

材料費 600 円、
エプロン、三角巾

問 合 せ

食生活改善推進協議会
伊藤

夜店も

フォークダンス

初めての方大歓迎！！

おばけ屋敷も

に男子高校生？

毎月第 3 土曜日にあり

大盛況でした。

グループの

ます。

365-6699

◇内容：名前を含めて２５文字以内のメッセージを実況
中継で紹介しながら花火を打ち上げます。
◇料金：３万円（特典：４人分のテーブル席、花火大会
オリジナルフォト進呈）
◇申し込み：８月１７日（木）まで（先着順）
※詳しくは四日市花火大会ホームページ
（http://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）を
ご覧いただくか、四日市花火大会実行委員会
（☎３５４－８４０５）までお問い合わせください。

参加で
世代間交流！！

あなたの思いや気持ち、言葉で表現できていますか?
人とうまくやるため言わない、ということを優先していませんか？
私の思いや気持ちを言葉で表現することは、私を大切にすることなのです。

今年も
こにゅうどうくんが
来てくれたよ！！

１ステップ ９月３０日(土)13：30～15：30
「私は何を考えているのだろう ～自分自身を知る～」
２ステップ １０月７日(土)13：30～15：30
「うまく言葉にできない ～自己表現してみる～」

抽選会で盛り上がりは最高潮に！
会場での落し物や忘れ物などを団体事務局で８月末までお預かりしています。
お心当たりのある方は、団体事務局（365-1174）へご連絡ください。

３ステップ １０月１４日(土)13：30～15：30
「自分らしく生きたい～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～」

講師

石 田 ユ ミ さん

(フェミニストカウンセラー・臨床心理士)
●場 所：本町プラザ５階 第３会議室
●対 象：全 3 回参加できる市内在住・通勤・通学の
女性、はじめて受講される方を優先します。
●定 員：３０人 定員になり次第〆切
●参加費：無料
●託 児：有 (６カ月から小学校 3 年生程度まで）
無料・先着 10 人程度 ９月５日(火)までに
お申し込みください。

◆お問合せ・お申込み・託児申込み◆
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 四日市市本町９番８号 本町プラザ３階
TEL：３５４－８３３１
FAX３５４－８３３９ E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

