平成 30 年 1 月 10 日号
富洲原地区市民センター

３６５－１１３６

３６５－１１３７

富洲原地区団体事務局（センター１階）

３６５－１１７４

富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/
初めての方大歓迎!!
毎月第 3 土曜日に
あります。

富洲原地区市民センター
富洲原地区団体事務局
職員一同

年越しそばには少し早いですが、12 月 14 日水沢そば同好
会の辻さん他 4 名の先生のご指導のもと、参加者 15 名でそば打ち
の体験・試食をしました。
そばが練られた状態を伸ばして切るだけではなく、一人ひとり粉
を計量し、粉に水を混ぜる水回し→練り→地のし→丸出し→角出し
→切るという作業を全員が体験しました。その日の気候やそれぞれ
の体温で、混ぜる水の量を加減するというとても奥の深い作業で
す。水回しや練りは、体力を使うので暖房なしでも汗ばむほどでし
た。１人につき３人前のそばを打ち、２人前は持ち帰り、1 人前を
先生が作ってくれた天ぷらとそばせんべいと共に美味しく
いただきました。

日

時

１月２０日(土)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 ☎365-6699

四日市市議会 市制 120 周年記念
シティ・ミーティングのお知らせ
四日市市議会は、市制施行および議会発足120周年を記念して、「市制120周年
記念シティ・ミーティング」を開催します。
今回のシティ・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ております。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。

2018 年１月 21 日(日)

今年も、地域の皆様の人権意識向上を目的に、『「思い込み」から「思
いやり」へ』をテーマに３地区で地区人権懇談会を開催します。
「人権のヒント」というＤＶＤを鑑賞後、人権問題について地域の皆
さんと話し合い、差別のない地域づくりについて考えましょう。
どなたでもご参加できますので、お友達をお誘いの上、各地区公会堂
へご来場ください。
（どの会場にお越しいただいても結構です）
昨年の懇談会の様子

日

時

１月２６日（金）１９：００

回
覧

２月

２日（金）１９：００

２月

９日（金）１９：００

場

所

天カ須賀 公会堂
松

午後１時～午後４時
第１部
第２部

議会報告会
シティ・ミーティング（意見交換会）

場所：四日市市総合会館
１２月１６日（土）に社協・青少年部主催のウォークラリー大会
が開催されました。
今年は、台風の影響で日程が１２月となり、例年よりも参加者が
少ない大会となりましたが、松原地区内を１８チーム５７名の方が
コマ地図とチェックカードを手に、楽しくコースを回りました。
ゴール後は、みたらしとポップコーンをいただき、恒例のビンゴゲ
ームでは大いに盛り上がりました。ウォークラリーの順位の発表で
は、悲喜交々の歓声が上がり、景品を受け取る参加者の笑顔が本当
に嬉しそうでした。

８階視聴覚室（諏訪町２番２号）
◎シティ・ミーティングのテーマ
①「選挙」について
②「市議会・市議会議員のイメージ」について
③「市議会の必要性・期待する役割」について ④「市民参加の議会」について
４つの会場に分かれて、シティ・ミーティングを行います。
お好きな会場へご参加ください。

※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。

お問い合わせ

四日市市議会事務局

議事課 ☎０５９－３５４－８３４０

原 公会堂

富田一色 公会堂

※ 納期限内は、コンビニエンスストアで納付していただくこともできます。

「第５０回みんなの消費生活展」

まちづくり推進協議会空き家部会、視察研修報告
平成２９年１２月１０日 六原地区まちづくり協議会（京都市）の取り組み状況を視察してきました。
六原地区では、まちづくり委員会に外部の専門家（建築、不動産など）の委員も加えて、空き家の調査、空き家の管理、利用の
相談（住まいの応援団）
、かたづけ支援、借り手探し、建築・改修の提案等に取り組んでいます。
今回の視察では、まちづくり委員会の建築士から「放っておかないための使い方・考え方」をテーマに六原地区空き家対策の取
組み状況を教えていただきましたので、その概要を報告します。
空き家の現状は、全国で820万戸（16年後には推定2100万戸）あります。
空き家が問題視されるのは、治安・防災として所有者のみならず、地域の問題となることで、空き家の増加は、近くのスーパー
や店舗の撤退、行政サービスの撤退、不動産価値の下落、町内活動の担い手の減少、そして、さらなる空き家の増加と悪循環を
起こすことです。
空き家の発生理由としては、少子高齢化、都市部への人口集中、新築住宅の過供給、そして、日本独自の理由として中古住宅へ
の嫌悪感等があります。
空き家放置の理由としては、
①持ち主の問題意識の希薄さ（住居として困らない、倉庫として使用している。）から来ていますが、そのまま放置すると、瓦
が落ちる、雨漏り、草木の繁茂、治安の不安、漏電火災等の問題が発生します。
②不動産取引上の心配、一度貸すと帰って来ない。（定期借家契約を利用すれば問題ないが知られていない）
③建築基準法上の問題…接道していないと改修できない。
④相続上の問題…もめる場合は弁護時に相談。もめない場合は司法書士に相談
⑤片付けが大変…一人ですることは大変です。日頃から物を減らす。
空き家所有者の選択肢
対 策

“安心して暮らせる 21 世紀” ～消費者が主役となる社会～
日

時

平成３０年１月１９日（金）～１月２１日（日）午前１０時～午後５時

会

場

近鉄百貨店 四日市店 11 階 近鉄アートホール

内

容 【展示】
① 環境コーナー・・最新ガス機器の紹介と家庭の省エネ診断ほか
② 食コーナー・・食の地産地消についてのパネル展示やお茶・牛乳の試飲ほか
③ 防災・防犯・住コーナー・・非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など
防災関連展示、防犯活動の紹介ほか
④ 金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示
と啓発のほか、行政相談委員による無料相談（予約不要）も行います。
※なお、上記以外に古着リフォーム、手芸、袋物の実演もあります。

（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）
【ステージイベント】
日

時

１月

14:30

19 日

内

容

四日市看護医療大学による記念
講演

（金）

主なメリット

16:00

主なデメリット

消費生活ワンポイント講座

日

時

内

容

１月

10:30

災害から命を守るためのお話

20 日

11:00

ゴミ減量とリサイクル

（土）

11:30

地域防犯について

12:00

省エネ・電気の安心情報

貸す

建物のコンディションを保てる

借り手が悪かった場合トラブルの可能性あり

12:30

寸劇（悪質商法）

売る

お金が入る

不動産を手放す

13:00

くらしとお金のお話

更地にする

建物の維持管理から解放

土地の固定資産税が上がる

13:30

ファッションショー

放置する

問題の先送り

建物の老朽化が進む。近所迷惑。次の人が困る

14:30

コーラス（女声合唱 Luce）

15:00

コーラス（暁学園合唱部）

15:30

エネルギー自由化のお話

16:00

消費生活ワンポイント講座

今回の視察研修を通じて、空き家は放置期間が長くなるほど解消が困難であるので、空き家の解消だけでなく空き家にしない，
させない努力が必要。そして、空き家は所有者だけの問題でなく，まち全体の問題であるとの認識を新たにしました。

すべては次の世代のために！ 諦めず前進する
四日市市立博物館

市制 120 周年記念

特別企画展

なつかしいくらしと昭和の元気なこどもたち
平成 30 年

2 月 28 日（水）まで

水澄美恵子 作「めでたい日」(制作 2007 年)

人形作家 水澄美恵子 氏が創りだす
「昭和の元気なこどもたち」、館蔵資料
で体感できる「昭和の再現展示」、今は
もう見ることのできない「四日市の昭
和の鉄道」写真、
「なつかしい昭和」に
会いにきませんか。

四日市市立博物館・プラネタリウム

ヘルプマン Vol.9

【著者】 くさか

里樹

介護ボランティア編

【寄贈者】特定非営利活動法人りんどうの会

10:30

消費生活ワンポイント講座

21 日

11:00

行政相談委員の仕事についての

（日）
11:30

エネルギー自由化のお話

☎３５５－２７００（代）

12:00

寸劇（悪質商法）

13:00

省エネ・電気の安心情報

14:00

消費者クイズ

14:30

くらしとお金のお話

15:00

ファッションショー

開館時間：9 時 30 分～17 時
（入場は 16 時 30 分まで）
休 館 日 ：月曜日(祝日の場合は翌平日)
観 覧 料 ：一般 400 円、高大生 300 円、
中学生以下無料

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＞

※ ステージイベントの内容は、都合により
変更することがあります。

お話

四日市市安島一丁目 3 番 16 号

富洲原地区市民センターに新しい寄贈本が入りました！
本

1月

【問い合わせ】 四日市市

市民生活課 市民・消費生活相談室 ☎３５４－８１４７

四日市消費者協会

☎３５７－５０６９

お詫びと訂正
12 月下旬号センターだよりの新刊図書のご案内で間違いがありました。
申し訳ございません。下記のように訂正させていただきます。

誤 花のさくら通り（萩原 浩） →

正 花のさくら通り（荻原 浩）

