
３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変
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【主なイベント日時・内容】

2

３月２６日（月）～３０日（金）

 

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

 皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

   ≪定期修理期間≫

 

 

 時 ３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

 所 富双緑地公園内（園内コース１０区間

 催 四日市市スポーツ推進委員協議会

 催 四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

    各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

 援 四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

その他 富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

問合せ 富洲原地区

 ４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】

３月１０日（土）【投票期間】

2 月 19 日（月）～

３月１１日（日）

３月１７日（土）

３月１８日（日）

３月２６日（月）～３０日（金）

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

≪定期修理期間≫

 

 

富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

富双緑地公園内（園内コース１０区間

四日市市スポーツ推進委員協議会

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

富洲原地区団体事務局

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】

３月１０日（土）【投票期間】

日（月）～28

３月１１日（日）

３月１７日（土）

３月１８日（日）

３月２６日（月）～３０日（金）

問合せ

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

≪定期修理期間≫ ２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間

  

富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

富双緑地公園内（園内コース１０区間

四日市市スポーツ推進委員協議会

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

団体事務局 

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

【主なイベント日時・内容】参加料：無料、事前申込：不要

３月１０日（土）【投票期間】

28 日（水）

３月１１日（日） 

３月１７日（土） 

３月１８日（日） 

３月２６日（月）～３０日（金）

問合せ 四日市市東新町２６番３２号

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間

富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から富洲原地区から 2222 チームチームチームチーム

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

富双緑地公園内（園内コース１０区間

四日市市スポーツ推進委員協議会 

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

 ☎365-1174

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

参加料：無料、事前申込：不要

３月１０日（土）【投票期間】 

日（水） 
14

14

① 11:00

② 13:30

３月２６日（月）～３０日（金） 14:00

四日市市東新町２６番３２号

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間

チームチームチームチーム 20202020 名が出場します。名が出場します。名が出場します。名が出場します。

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

富双緑地公園内（園内コース１０区間 １５

 北部ブロック

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

1174 

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

参加料：無料、事前申込：不要

14:00～15

14:00～14

 

11:00～12:00

13:30～16:00

14:00～16:00

四日市市東新町２６番３２号

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間

名が出場します。名が出場します。名が出場します。名が出場します。

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

１５.２ｋｍ）

北部ブロック 

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

参加料：無料、事前申込：不要 

15:00 

スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動

みんなが投票で決めたスポーツをするよ！

プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！

14:30 プラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかい

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。

12:00 

16:00 

手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう

手形アートで壁に大きな桜を咲かせてみよう。

家族で記念写真も撮れるよ！

16:00 

プラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろう

みんなの作品でプラザを春の雰囲気に、

にぎやかな新学期を迎えられるといいね！

四日市市東新町２６番３２号 橋北交流会館４階

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間

平成

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

名が出場します。名が出場します。名が出場します。名が出場します。    

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート

２ｋｍ） 

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会

四日市市教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株） 

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

 

スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動

みんなが投票で決めたスポーツをするよ！

プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！

プラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかい

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。

手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう

手形アートで壁に大きな桜を咲かせてみよう。

家族で記念写真も撮れるよ！

プラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろう

みんなの作品でプラザを春の雰囲気に、

にぎやかな新学期を迎えられるといいね！

橋北交流会館４階

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

２月２２日（木）～４月２５日（水）６３日間  ≪問

平成３０年２月

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

３月１１日（日）９：３０開会式（小雨決行）１０：００スタート 

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、

各地区体育・スポーツ・保健体育団体・、健康づくり推進委員会 

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動スポーツ活動    総選挙総選挙総選挙総選挙

みんなが投票で決めたスポーツをするよ！

プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！

プラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかいプラザおんがくかい

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。

手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう手形で桜を咲かせよう

手形アートで壁に大きな桜を咲かせてみよう。

家族で記念写真も撮れるよ！

プラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろうプラザをかざろう    

みんなの作品でプラザを春の雰囲気に、

にぎやかな新学期を迎えられるといいね！

橋北交流会館４階 ☎３３０－５０２０

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。期間中は延べ６０

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。 

≪問 合 せ≫

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        

四日市市北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区市民センター、 

富洲原地区社会福祉協議会によるぜんざい・ポップコーンのふるまいもあります。 

４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

総選挙総選挙総選挙総選挙        

みんなが投票で決めたスポーツをするよ！
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４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など
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橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。
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プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。

手形アートで壁に大きな桜を咲かせてみよう。 
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みんなの作品でプラザを春の雰囲気に、もようがえしよう！

にぎやかな新学期を迎えられるといいね！ 
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０００人が構内に入り、ピーク時（３月１４日～４月１

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変
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４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。

～春休み、もようがえ大作戦～～春休み、もようがえ大作戦～～春休み、もようがえ大作戦～～春休み、もようがえ大作戦～    

もようがえしよう！

ＦＡＸ３３４－０６０６

０００人が構内に入り、ピーク時（３月１４日～４月１

３日）には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変更、時差出勤等を実施します。
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４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など

イベントを開催しています。ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨

の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！

プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！ 

橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブルです。 

もようがえしよう！ 

ＦＡＸ３３４－０６０６ 

０００人が構内に入り、ピーク時（３月１４日～４月１

更、時差出勤等を実施します。
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４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」は、年末年始を除き毎日開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまな
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の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください！！ 
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３／６（火）おにいさん、おねえさんと遊ぼう

 １３（火）おたん生会

●暖かい日になるといいですね。外でもいっ

ぱい

用意ください。●１３日が今年度最後のあそ

び会です。１年間

りがとうございました。
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松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図
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【放送内容】上りチャイム音（

      

      

      

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

（OpenStreetMap

ます。                                                                                                                             

誰でもマッパーになれますよ。

 

講師

参加資格

小学生以上でパソコンの使える人

パソコンを使って作業するため、ノートパ

パソコンをネット接続するため、

（無くても

 

定員

詳細は、参加者に別途、お知らせします。

要予約

  

                       

      

【放送内容】上りチャイム音（

      「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

      「こちらは、こうほうよっかいちです。」

      下りチャイム音（♪ピンポンパンポン

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

OpenStreetMap）や辞書

                                                                                                                             

誰でもマッパーになれますよ。

講師 Code 
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小学生以上でパソコンの使える人

パソコンを使って作業するため、ノートパ

パソコンをネット接続するため、

（無くてもOK

定員 10名 

詳細は、参加者に別途、お知らせします。

要予約 ☎365

                       

 

【放送内容】上りチャイム音（

「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

「こちらは、こうほうよっかいちです。」

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

問合せ

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）や辞書（Wikipedia

                                                                                                                             

誰でもマッパーになれますよ。 

 for 山城

小学生以上でパソコンの使える人

パソコンを使って作業するため、ノートパ

パソコンをネット接続するため、

OK） 

 

詳細は、参加者に別途、お知らせします。

365-1136

                       

【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン

「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

「こちらは、こうほうよっかいちです。」

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

問合せ  四日市市

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

Wikipedia）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

 

山城 代表 青木

小学生以上でパソコンの使える人

パソコンを使って作業するため、ノートパ

パソコンをネット接続するため、

詳細は、参加者に別途、お知らせします。

1136 

                       

♪ピンポンパンポン

「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

「こちらは、こうほうよっかいちです。」

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

四日市市 危機管理室

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

青木 和人さん

小学生以上でパソコンの使える人（小学生は、保護者同伴）

パソコンを使って作業するため、ノートパソコンをご持参ください

パソコンをネット接続するため、Wi-Fiルータをお持ちの方はご持参ください。

詳細は、参加者に別途、お知らせします。 

                        

♪ピンポンパンポン  

「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

「こちらは、こうほうよっかいちです。」

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン  

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。 

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

危機管理室

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

和人さん ほか

（小学生は、保護者同伴）

ソコンをご持参ください

ルータをお持ちの方はご持参ください。

 

  ） 

「これは、Ｊアラートのテストです。」×３ 

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

  ） 

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

危機管理室 ☎３５４－８１１９

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

ほか 

（小学生は、保護者同伴） 

ソコンをご持参ください

ルータをお持ちの方はご持参ください。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容

☎３５４－８１１９

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

ソコンをご持参ください(iPad

ルータをお持ちの方はご持参ください。

※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。

☎３５４－８１１９ 

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

その後、郷土史などの文献も参照しながら、集めた情報を、ネット上に公開された地図

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

(iPad 不可) 

ルータをお持ちの方はご持参ください。 

が確認できます。

松原から富田一色、天カ須賀のそれぞれの旧跡等を尋ねながら、気づいたところをメモして、

）に描き込んで、富洲原のみどころマップをつくり

                                                                                                                             

が確認できます。 

    

    

    

～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

主な出火原因は、放火（

≪≪≪≪3333 つの習慣≫つの習慣≫つの習慣≫つの習慣≫

① 寝たばこは、絶対やめる。

② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

 

問合せ問合せ問合せ問合せ

 

 

 

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※

  日 

  内 

       

  注意事項

  問 合

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年も３地区の公会堂で地区懇談会が行われました。「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

めて様々な人権についてのヒントを得ることが出来ました。地域での人

権について考える良い機会となりました。

 

 

 今年は、視察研修に「伊勢市防災センター」を訪問しました。最初に、防災体験室の映像・展示ゾー

ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

を持って災害に備える学習が出来ました。最後

と消防本部を見学し、有意義な

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

主な出火原因は、放火（

つの習慣≫つの習慣≫つの習慣≫つの習慣≫    

寝たばこは、絶対やめる。

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

問合せ問合せ問合せ問合せ    四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※

 時  ３月２４日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）

 容  ①１

       ③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！

（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）

注意事項 まんじゅうは先着順で５００名までです。

合 せ 都市計画課公共交通推進室

        

あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道

今年も３地区の公会堂で地区懇談会が行われました。「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

めて様々な人権についてのヒントを得ることが出来ました。地域での人

権について考える良い機会となりました。

今年は、視察研修に「伊勢市防災センター」を訪問しました。最初に、防災体験室の映像・展示ゾー

ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

を持って災害に備える学習が出来ました。最後

と消防本部を見学し、有意義な

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

主な出火原因は、放火（疑いを

    

寝たばこは、絶対やめる。

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※

３月２４日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）

①１day フリー切符を購入⇒②四日市あすなろう鉄道に乗車⇒

③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！

（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）

まんじゅうは先着順で５００名までです。

都市計画課公共交通推進室

あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道

今年も３地区の公会堂で地区懇談会が行われました。「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

めて様々な人権についてのヒントを得ることが出来ました。地域での人

権について考える良い機会となりました。

今年は、視察研修に「伊勢市防災センター」を訪問しました。最初に、防災体験室の映像・展示ゾー

ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

を持って災害に備える学習が出来ました。最後

と消防本部を見学し、有意義な

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～平成２９年中の火災のまとめ～～～～    

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

疑いを含む）、たき火、こんろです。

寝たばこは、絶対やめる。 

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部四日市消防本部    予防保安課予防保安課予防保安課予防保安課

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※

３月２４日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）

フリー切符を購入⇒②四日市あすなろう鉄道に乗車⇒

③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！

（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）

まんじゅうは先着順で５００名までです。

都市計画課公共交通推進室

あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道あすなろう鉄道    

今年も３地区の公会堂で地区懇談会が行われました。「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

めて様々な人権についてのヒントを得ることが出来ました。地域での人

権について考える良い機会となりました。

今年は、視察研修に「伊勢市防災センター」を訪問しました。最初に、防災体験室の映像・展示ゾー

ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

を持って災害に備える学習が出来ました。最後

と消防本部を見学し、有意義な１日を過ごすことが出来ました。

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

含む）、たき火、こんろです。

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

予防保安課予防保安課予防保安課予防保安課    ☎３５６－２０１０、ＦＡＸ３５６－２０４１☎３５６－２０１０、ＦＡＸ３５６－２０４１☎３５６－２０１０、ＦＡＸ３５６－２０４１☎３５６－２０１０、ＦＡＸ３５６－２０４１

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※

３月２４日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）

フリー切符を購入⇒②四日市あすなろう鉄道に乗車⇒

③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！

（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）

まんじゅうは先着順で５００名までです。

都市計画課公共交通推進室 ☎３５４－

    まんじゅう列車を運行します！まんじゅう列車を運行します！まんじゅう列車を運行します！まんじゅう列車を運行します！

今年も３地区の公会堂で地区懇談会が行われました。「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

めて様々な人権についてのヒントを得ることが出来ました。地域での人

権について考える良い機会となりました。 

今年は、視察研修に「伊勢市防災センター」を訪問しました。最初に、防災体験室の映像・展示ゾー

ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

を持って災害に備える学習が出来ました。最後に、防災倉庫

１日を過ごすことが出来ました。

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、

うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。

含む）、たき火、こんろです。

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
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『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、四日

市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１day

乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季

節となりますので、ぜひお立ち寄りください。※詳細は市のホームページでご確認ください。
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フリー切符を購入⇒②四日市あすなろう鉄道に乗車⇒

③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！

（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）
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ンで過去の災害の映像を視聴し、特に東日本大震災の映像では、改めて津波の恐ろしさを痛感しました。

また、体験型コーナーでは、実際の体験を通して楽しく興味

に、防災倉庫

１日を過ごすことが出来ました。

この研修を地域の防災活動に活かしていきたいと思います。

四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ１２件減り、
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