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次回のお知らせ「とみすはら」は１月１０日（木）に発行します。
1 /15 たこを作ってとばしてみよう！
22 マラソンをしましょう
マラソンをしましょう！
29 豆まきをしましょう！
豆まきをしましょう ！
※いずれも火曜日

地区社会福祉協議会
地区社会福祉協議会では、
では、12
12 月 2６日（水
６日（水）頃から、民生委員
）頃から、民生委員
）頃から、民生委員を
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
害者の方々への友愛訪問を行い
害者の方々への友愛訪問を行います。
への友愛訪問を行います。
また 75 歳以上の一人暮らし高齢者の方々
歳以上の一人暮らし高齢者の方々へは、
は、歳末見舞いの
歳末見舞 の訪問
を行い、暮らしの様子をお伺いしますので、ご理解とご協力をお願い
します。

地区社会福祉協議会 保健体育部主催の「ふれあいグラウンドゴルフ大会」が
保健体育部主催の「ふれあいグラウンドゴルフ大会」が
主催の「ふれあいグラウンドゴルフ大会」が、
富洲原小学校で開催されました。
富洲原小学校で開催されました。
地区の皆さん９８名が、楽しく優勝めざしてプレイし
地区の皆さん９８名が
楽しく優勝めざしてプレイし ました。
楽しく優勝めざしてプレイしました。
得点集計時間を利用して、ステキ健康サポーターによる体操を行い、いい汗を
流しました。
ました。
関係者の皆さん、大変
関係者の皆さん、大変お疲れ様でした。
お疲れ様でした。

時 間

１０：００～１１：３０

持ち物 着替え、タオル、帽子、水分補給の
着替え、タオル、帽子、 水分補給のお茶等
お茶等
★来年もよろしくお願いします。寒さに負けず外でも
もよろしくお願いします。寒さに負けず外でも
あそびましょう。子育てで迷うことや困った
ことがあったらどんどん相談してくだ
ことがあったらどんどん相談してくださいね！
さいね！

問合せ 富洲原幼稚園

☎365
365-0653
0653

おめでとうございます！

園児と一緒に遊ぼう！

大人の部（男
大人の部（男）
りゅうぞうじ

かずまさ

優勝 龍造寺 和正 さん
さとう

富洲原中学校
富洲原中学校の生徒が新年のあいさつを書いた福祉年賀状を、
が新年のあいさつを書いた福祉年賀状を、
が新年のあいさつを書いた福祉年賀状を、65
歳以上の一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、在宅重
歳以上の一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、在宅重
度身体障害者の方々
度身体障害者の方々へお
お送りします。
します。

まさのり

2 位 佐藤 正則 さん
ささおか

ひでお

3 位 笹岡 英夫
英夫さん

1/９・
・1６・２３・３０
２３・３０

大人の部（女
大人の部（女）
さこ まる

ひさよ

優勝 迫 丸 久代さん
かとう

やすこ

2 位 加藤 安子さん
しま ぬき

よしこ

3 位 嶌 貫 淑子さん

小学生の部
なかお

かずや

※いずれも水曜日
時 間

9
12：00
9：30〜12

持ち物

着替え、
タオル、
着替え、タオル
帽子、水分補給のお茶等

問合せ

富洲原保育園 ☎365
365-0994

優勝 中尾 和也
和也さん
いとう

ひろき

2 位 伊藤 大輝
大輝さん
あさの

各地区連合自治会から推薦された団体
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う
が、一堂に会して演じ合う
芸能の祭典を行います。ぜひ、市内の様々な地区から出場される団
の祭典を行います。ぜひ、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。
さんの各地区が誇る演技をご覧ください。
今回は、
今回は、県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆
県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆
県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆さんによる特別演
さんによる特別演
奏も行います。
日 時

会 場
入場料
問合せ

１月２０日（日）第Ⅰ
１月２０日（日）第
Ⅰ部 １０：００～１２：５５
第Ⅱ
第Ⅱ部 １４：００～１６：３５
（時間は変更になる場合
（時間は変更になる場合があります）
があります）
文化会館 第２ホール
無料（入退場自由）
文化振興課 ☎３５４－８２３９

3 位 浅野 みれい
みれいさん

子育て相談お受けします！
月～金曜日 9:30～
～14:30
持ち物

回 覧

富洲原中学校１・３年生が、クリーン作戦
富洲原中学校１・３年生が
、クリーン作戦
として地区内の施設
地区内の施設や周辺道路の清掃奉仕を
地区内の施設や周辺道路の清掃奉仕を
行いました。
市民センターと児童館でも 、溝の清掃
市民センターと児童館でも、
溝の清掃や花
壇の整備に熱心に取り組んでいただきまし
の整備に熱心に取り組んでいただきまし
た。
また２年生は災害時の避難所を想定したア
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、
米の炊き出し訓練を、ＰＴＡの皆さん
米の炊き出し訓練を、ＰＴＡの皆さん
の協力のもと実施しました。
災害時には、中学生
時には、中学生の皆さんの
時には、中学生の皆さんの若い力は大
若い力は大
変重要です。これからも大いに期待していま
す。

着替え、タオル、帽子、
水分補給のお茶等

※一日の方は、お弁当をご持参ください。
問合せ 日の本保育園子育て支援センター
☎365-0840
☎
0840

松原町八風公園
10：10～
40
～10：40
富田一色公会堂
13：40～
10
～14：10
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
～15：00

第１部は星空観賞で、澄み切った夜空に月や土星等をくっきりと観る
ことができました。第２部は、三重県生涯学習センター所長の長島りょ
うがんさんを講師にお招きし、
「そっとやさしく～」をテーマにトーク
＆ライブが行われました。１部と２部の間には、
＆ライブが行われました。１部と２部の間には、温かい豚汁を味わい
温かい豚汁を味わい
温かい豚汁を味わい、
楽しい一夜を過ごすことができました。

内 容

高齢化に伴い、糖尿病患者は増加傾向にあります。
本講演会では、糖尿病に「かからない」
本講演会では、糖尿病に「かからない」
「進行させない」ために知っておきたい基礎

知識や日常生活での工夫について、分かりやすくお伝えします。
知識や日常生活での工夫について、分かりやすくお伝えします。
「今日から
今日から使える」
」糖尿病予防
糖尿病予防のヒント探しに、ぜひお越しください。
のヒント探しに、ぜひお越しください。
日 時 １月２０日（日）１３：３０～１５：００（開場１３：００）
場 所 総合会館７階 第１研修室
第１部 『糖尿病のみつけ方・なおし方』

好評だった
好評だった、夏のうちわに
夏のうちわに続いて
続いて、２回目の講座でした。前回を上回る１９名が参加し、榮田清峰さ
、２回目の講座でした。前回を上回る１９名が参加し、榮田清峰さ
んのご指導のもと、来年の干支いのししをモチーフに思い思いの年賀状を仕上げました。
のご指導のもと、来年の干支いのししをモチーフに思い思いの年賀状を仕上げました。

中学校体育館
中学校体育館で、
で、
「差別ってなんやねん」をテーマに講演会が開催さ
れました。講師の
れました。講師の中倉茂樹さんと森裕生さん
中倉茂樹さんと森裕生さん
中倉茂樹さんと森裕生さん（止揚の会）から
（止揚の会）から同和問題
同和問題
と障害者差別について
と障
差別についてご講演いただきました
ご講演いただきました
ご講演いただきました。
中倉さんは、ご自身の被差別体験を、ユーモアを交えながらも熱く語
中倉さんは、ご自身の被差別体験を、ユーモアを交えながら
体験を、ユーモアを交えながらも熱く語
られ、障害を持ちながらプロのマジシャンとして
られ、障害を持ちながらプロのマジシャンとして
障害を持ちながらプロのマジシャンとして活動される森さんも、
活動される森さんも、
ご自身の被差別
ご自身の被差別体験を語られました
体験を語られました
体験を語られました。
参加された皆
参加された皆さんの心に残る
さんの心に残る、大変有意義な
大変有意義な
大変有意義な講演会となりました。
となりました。

講師 住田 安弘（すみだ やすひろ）さん
【四日市羽津医療センター 院長・三重県糖尿病協会 会長】
第２部 『糖尿病
『糖尿病の重症化予防～在宅医の視点から～
の重症化予防～在宅医の視点から～
の重症化予防～在宅医の視点から～』
講師 山中 賢治（やまなか けんじ）さん
【笹川内科胃腸科クリニック 院長・四日市医師会 副会長】
参加料 無料
定 員 １００人（申込不要）
問合せ 健康福祉課 ☎３５４－８２８１ ＦＡＸ３５９－０２８８

在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。
市内
市内在住の女性起業家４人と、市長によるパネルディスカッション＆交流会を行います。
個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。
個性も背景も業種も違う女性４人の「起業のリアル」を直接聞ける貴重な機会です。

時 １月１９日（土）１３：３０～１５：００（パネルディスカッション）
１５：００～１５：３０（交流会）
場 所 本町プラザ１階 ホール 対 象 市内在住、または通勤、通学されている方
託 児 無料ですが１/８(火
までに申し込みが必要です。
込みが必要です。
定 員 ８０名 参加料 無料
無料ですが１
火)までに申
コー
コーディネーター
ディネーター 川北睦子さん 【（株）Ｅプレゼンス代表取締役】
パネリスト 女性起業家３名及び市長
女性起業家３名及び
問合せ・申込み 男女共同参画センター「はもりあ四日市」本町９番８号 本町プラザ３階
本町プラザ３階
☎３５４－８３３１ ＦＡＸ３５４－８３３９
Ｅメール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

日

シルバー人材センターの皆さんが、富洲原
保育園の窓ガラスなどの清掃ボランティア
活動を行いました。
毎回、園児たちの安全で快適な環境維持に
大変お世話になっております。
これからも、よろしくお願いします。

１月４日（金）は施設の安全点検等のため臨時休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願
１月４日（金）は施設の安全点検等のため臨時休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。１月５日（土）から通常どおり開館します。

問合せ

東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 ☎３３０－５０２０

