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富洲原地区市民センター
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富洲原地区団体事務局 （センター１階）
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富洲原地区ホームページ ：http://tomisuhara.net/
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６／５
６
砂場で楽しく遊びましょう！
１２ ビッグシャボン玉を作って遊びましょう！
ビッグシャボン玉を作って遊びましょう
１９ 水遊びを
水遊びを楽しみましょう！
楽しみましょう！
富洲原地区社会福祉協議会では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、

２６ プールで水遊びをしましょう！
※いずれも火曜日

今年は、 月３０日（日
今年は、9
日（日）に敬老行事を行います。当日は、できるだけ多くの方に参
）に敬老行事を行います。当日は、できるだけ多くの方に参
毎年好評の「男の料理教室」です。
普段台所に立つことの少ない男性、
料理に興味のある男性。
お料理してみませんか？

加していただきたいと考えており、市に依頼して７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、
生年月日、性別を記載）を閲覧させていただき、対象の方には、もれなく案内を送付

したいと考えています。
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持
の厳守を徹底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できますよ

う、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
日 時 ６月１８日（月）１０：００～１２：００
場 所 富洲原
富洲原地区市民センター
地区市民センター ２階調理室
参加費（材料費） ６００円
※欠席の場合、材料費
※欠席の場合、材料費のため返金できません。ご了承ください。
返金できません。ご了承ください。
募集人数 富洲原地区の男性１６名
持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、台ふきん、手拭タオル
講 師 富洲原地区食生活改善推進協議会会員
申込み ５月２８日（月）から参加費を添えて、市民センター
窓口でお申
窓口でお申し
し込みください。
ください。
締 切 ６月１１日（月）
問合せ 富洲原地区市民センター ☎３６５－１１３６

【メニュー】
・めかじきのソテー（
めかじきのソテー（黒酢ソース）
めかじきのソテー（黒酢ソース
・豆乳味噌スープ
豆乳味噌スープ
・キャベツとひじきの酢のもの
キャベツとひじきの酢のもの
・りんごジュースかん
りんごジュースかん

●幼稚園で飼っている
●幼稚園で飼っているうさぎのもこちゃんが専用の
うさぎのもこちゃんが専用の
運動場で遊んでいますよ。にんじんやキャベツが大
運動場で遊んでいますよ。にんじんやキャベツが大
好きです。●着替えやタオル、帽子などを準備下さ
い。●水分補給のお茶を持ってきて下さい。
い ●水分補給のお茶を持ってきて下さい。

時 間 10
10：00～11
11：3０
富洲原幼稚園
☎365
365-0653
0653

なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２９日（金
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２９
名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、６月２９ 日（金）
までに市役所介護・高齢福祉課（☎
市役所介護・高齢福祉課（☎ 354－8425
市役所介護・高齢福祉課（☎354
8425）へご連絡をいた
）へご連絡をいただきますようお
だきますようお
園児と一緒に遊ぼう！

願いします。その場合、敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けできなくなります
敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けできなくなりますの

６/６・１３
６・１３・２０
２０

でご了承ください。
また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありませ

ん。

※いずれも水曜日
時 間

9
12：00
9：30〜12

持ち物

着がえ・タオル
帽子・お茶

富洲原保育園 ☎365-0994
☎
0994

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
有資格者や２年以上の経験のある人なら、研修を受けて放課後児童支援員になる
ことができます。障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）
、
、週に
１日だけ、夏休みだけ、ボランティアとしてなど、希望される人も募集しています。
内 容 市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。
その他 各学童保育所
各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。

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 9：30
30〜14：30
30
日の本保育園子育て支援センター

市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明
会を開催します。登録いただいた人には、指導員を募集する学童保育所を市から紹
介します。年度ごとの登録になりますので、平成２９年度に登録をされた人も改め
介します。年度ごとの登録になりますので、平成２９年度に登録をされた 人も改め

て登録をしてください。
日 時 ６月２３日（土）
６月２３日（土）18:00
18:00～ 場 所 文化会館 第４ホール
月２０日（水）までに、住所、名前、電話番号、あればファクス番号、
申込み ６月２０日（水）までに、住所、名前、電話番号、あればファクス番号、
こども未来課へ
Ｅメールアドレスを、電話かファクス、Ｅメールで
Ｅメールアドレスを、電話かファクス、Ｅメールで、こども
未来課へ
☎３５４－８０６９ ＦＡＸ３５４－８０６１
Ｅメール：
Ｅメール：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

☎365
365-0840

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

５月７日（月）消防本部において、平成
５月７日（月）消防本部
において、平成
において、平成３０年春の
春の褒章伝達式が
褒章伝達式が
行われ、下記の方に消防長より勲記と勲章が伝達されました。
行われ、下記の方に消防長より勲記と勲章が伝達されました
長より勲記と勲章が伝達されました。

伊藤さんは、東京で行われた伝達式後
伊藤さんは、東京で行われた伝達式後、
、
皇居で天皇陛下に
皇居で天皇陛下に拝謁しました。
ました。

日 時
場 所
対 象
参加料
申込み
持ち物
問合せ

６月１１日（月）１０：００～１１：３０
富洲原地区市民センター ２階 大会議室
おおむね６５歳以上の方

無料
不要（当日、直接会場へ）
タオル、飲み物、運動しやすい服装でお越しください。
市役所 健康づくり課 ☎３５４－８２９１

日本赤十字社より松原地区において下記の方が、表彰
日本赤十字社より松原地区において下記の方が、
表彰（有功
章前） お受けになられました。
章前）をお受けになられ
お受けになられ

２０１７年４月にオープンした
２０１７年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。

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした、
地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。
【開催予定日
【開催予定日】 以下の土曜日（全９回）
以下の土曜日（全９回）9:30～12:00
12:00
７月１４・２８日、８月２５日、９月８・２２日、１０月６・１３日、１１月３日、
７月１４・２８日、８月２５日、９月８・２２日、１０月６・１３日、１１月３日、
１２月８日 ※ただし、７月１４・２８日は 13:30～16:00
13:30 16:00、
１０月６日は 9:30～16:30
16:30、１１月３日は
、１１月３日は 14:00～
～16:30
場 所 四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
内 容 地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資源のマッピ
ング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート作成など
修 了 全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付
定 員 ４０名（応募者多数の場合抽選）
問合せ・申込み ６月２９日（金）までに
市役所 市民協働安全課 （担当：後藤、渡瀬）
☎３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６

平成３０年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、
平成３０年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査に伺
市役所資産税課の職員が調査に伺
います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職員は、固定
資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。
また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、
「家屋補充課税台帳登録
者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときも
者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。
ご連絡をお願いします。
問合せ 市役所 資産税課家屋係 ☎３５４－８１３５ ＦＡＸ３５４－８３０９

季節の
季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。ボール遊びやバ
行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。ボール遊びやバ
行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまな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
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

６月 ９日（土）
13:00
13:00～16:00
１０日（日）

機密基地づくり
事前申込：不要
みんなで新聞紙を丸めてつなげて、
みんなで新聞紙を丸めてつなげて、大 対象：小学校～高校生
きな秘密基地を作ってみよう！
定員：なし
※材料がなくなり次第終了

６月１４日（木） 10:00
10:00～11:00

６月１７日（日） 10:00
10:00～11:30

持ち物：新聞紙
一日分)
持ち物：新聞紙(一日分

プラザカフェ
事前申込：不要
育児のことみんなでお話しませんか。 対象：育児を
している人
対象：育児をしている人
※託児はありません。
定員：なし
よかパパ相談
事前申込：不要
お子さんと一緒に遊んだり、お母さん 対象：乳幼児と保護者
やお父さんと一緒に子育ての話をし 定員：なし
たりしてみましょう。よかパパ相談員
たりしてみましょう。よかパパ相談員
さんも来てくれますよ。

６月３０日（土） 14:00
14:00～15:00

やってみよう！ドッチビー
事前申込：不要
当たっても痛くない素材で
中学生
当たっても痛くない素材でできたフ 対象：小学生～
対象：小学生～中学生
ライングディスク、その名もドッチビ 定員：なし
ー。みんなで体験してみよう！
※イベント中はホールが使えません。

問合せ

こども子育て交流プラザ 東新町２６番３２号 橋北交流会館４階
☎３３０－５０２０、ＦＡＸ３３４－０６０６

