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健康づくりボランティアのヘルスリーダー
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と一緒に、運動とレクリエーションで楽し
と一緒に、
運動とレクリエーションで楽し
く！笑って！介護予防に努めましょう！
く！笑って！介護予防に努めましょう

９月１３日（木）
９月１３ （木） 富洲原中学校

日 時

１０月２１日（日）
１０月２１日（日
９時～１６時３０分
場 所 四日市ドーム
主 催 とみすはら大運動会実行委員会
富洲原地区の皆さん
富洲原地区の皆さんへ
３地区合同のとみすはら大運動会を開催します。

９月３日（月）１０：００
９月３日（月）１０：００
～１１：３０
～１１：３０
場 所 富洲原地区市民センター大会議室
対 象 おおむね６５歳以上の市民
持ち物 タオル、飲み物
※運動しやすい服装でお越しください。
※申し
し込み・参加費不要です。
込み・参加費不要です。
日 時

ぜひご参加いただき、スポーツの秋を心ゆくまでお
楽しみください。
会場へはバスを用意していますので、ご利用くだ
さい。
問合せ 富洲原地区市民センター
地区市民センター ☎３６５－１１
３６５－１１３６
３６５－１１

園児と一緒に遊ぼう！
９/５
５・１２・１９
１２・１９・2６
６
※いずれも水曜日

（地域マネージャー 伊藤）

時

※詳細についてのお問い合わせは直接各施設に
お願いします。

健康づくり課
☎３５４－８２９１

帽子・お茶
富洲原保育園 ☎365-0994
☎
0994

象 市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

■定期入会説明会（毎月第２、第４水曜日に開催）
開 催

日

開 催 場 所

９月１２日（水）１３：３０～

シルバー人材センター（十七軒町）

９月２６日（水）１３：３０～

あさけプラザ ２階 第１小ホール

１０月１０日（水）１３：３０～

シルバー人材センター（十七軒町）

１０月２４日（水）１３：３０～

あさけプラザ ２階 第１小ホール

持ち物 筆記用具、当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤を
ご持参ください。
① 印鑑

② 顔写真（３×４㎝）

③ 年会費 3,600 円

④ 銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
⑤ 運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
※各地区市民センター、あさけプラザ
各地区市民センター、あさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください。
各地区市民センター、あさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください。

問合せ

間：
〜12：00
間：9：30〜

持ち物：着がえ・タオル

問合せ

対

１０月１日から
１０月１日から、自主運行バス・山城富洲原線（
、自主運行バス・山城富洲原線（
、自主運行バス・山城富洲原線（下野地区～八郷地区～大矢知
下野地区～八郷地区～大矢知地区～
下野地区～八郷地区～大矢知地区
富田地区～富洲原地区
富田地区～富洲原地区）の運行を次のように変更させていただ
）の運行を次のように変更させていただ
）の運行を次のように変更させていただきます。
きます。
詳細なダイヤについては、９月頃、お知らせいたします
詳細なダイヤについては、９月頃、お知らせいたします。
大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
※イオンモール四日市北店でお買い物した当日のレシートを１階サービスカウンター
※イオンモール四日市北店でお買い物した当日のレシートを１階サービスカウンター
で見せると、
で見せ
、１００円の乗車補助券
１００円の乗車補助券
１００円の乗車補助券がもらえます。イオンモール四日市北
がもらえます。イオンモール四日市北 での乗降
がもらえます。イオンモール四日市北店での乗降
に限り、利用できますのでご活用ください。

９／４ 暑い日なら水あそびをし
暑い日なら水あそびをしましょう！
ましょう！
１１ 元気に体をうごかそう
元気に体をうごかそう！
１８ はしりっこをしてみよう
はしりっこをしてみよう！
２５ 運動会ごっこをしましょう！
※いずれも火曜日
※いずれも火曜日、時
、時間：10:00
10:00〜11:30
11:30
★富洲原幼稚園の運動会は、１０月７日（日）
です。小さいお子さんの競技もありますよ。
楽しみにお出かけ下さい。
★まだまだ暑さが残ります。帽子、タオル、
着替え、そして水分補給のお茶を忘れずに
お願いします。
富洲原幼稚園
365
365-0653

都市計画課 公共交通推進室 ☎３５４－８０９５
３５４－８０９５
問合せ

シルバー人材センター ☎３５４－３６７０

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〜
〜14:30
日の本保育園子育て支援センター
365
0840
365-0840

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

■募集人数
■職務内容
■任期
■勤務地
■主な受験資格

■募集期間
■応募方法

問合せ

１人
地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
平成３０年１１月１９日～
平成３０年１１月１９日～平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります）
平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります）
桜地区市民センター
次の要件を全て満たす人
①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人

№
１
２
３

日 時・場
・場

所

内

容

10/ 8（月・祝日）
（月・祝日）

四社協福祉ゼミナール開校式「アクティブシニアのすすめ」

じばさん三重４階視聴覚室

大阪教育大学 新崎国広さん
新崎国広さん

11/19（月）
11/19

「これから求められる活動とは・・介護予防活動の必要性」

会場調整中

講師 市内介護予防活動実践者
市内介護予防活動実践者を予定

12/17（月）
12/17

地域包括ケアについて

じばさん三重４階視聴覚室

講師 社会福祉協議会 生活支援コーディネーター

1/21（月）
（月）

実践報告 「地域のお互い様サービスに学ぶ」

じばさん三重４階視聴覚室

講師 市内活動者を予定

2/18（月）
（月）

福市民のつどい・「福市民のすすめ」

じばさん三重

大阪教育大学 新崎国広さん
新崎国広さん

③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること
④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑤四日市市に在住する人
平成３０年８月２０日（月）～９
平成３０年８月２０日（月）～９月１８日
月１８日（火）
（火）
【必着】

４

市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、
市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日か
ら金曜日（祝日を除く）の午前８時３０分～午後５時１５分までにお願いします。
市民生活課 ☎３５４－８１４６

定 員 ５０名（応募多数の場合は抽選）※１回のみでも受講可能ですが、全５回受講いただ
５０名（応募多数の場合は抽選）※１回のみでも受講可能ですが、全５回受講いただ

５

講 師

大阪教育大学

新崎国広さん
さん他

参加
参加費 無料

ける参加希望者を優先します。決定通知を後日送付します。
ける参加希望者を優先します。決定通知を後日送付しま す。

申込み ９月１４日（金）までに電話、ＦＡＸ、メールで①名前
９月１４日（金）までに電話、ＦＡＸ、メールで①名前 ②住所 ③電話番号 ④志望
動機を明記し社会福祉協議会地域福祉課へお申し込みください。
動機を
社会福祉協議会地域福祉課へお申し込みください。
問合せ

社会福祉協議会 地域福祉課
☎３５４－８１４４ ＦＡＸ３５４－６４８６ Ｅメール y-vc@m3.cty
vc@m3.cty-net.ne.jp
net.ne.jp

昨年４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」には、
昨年４月にオープンした「こども子育て交流プラザ」には、ボール遊びやバドミントン等が
ボール遊びやバドミントン等ができ
ボール遊びやバドミントン等が
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の施設があり雨の日も遊べます。
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の施設があり雨の日も遊べます。

（１）実施日時
（１）実施日時
８月２９日（水）午前１１時
８月２９日（水）午前１１時頃から数分程度
頃から数分程度
（２）試験放送内容
（２）試験放送内容
放 送 機 器

防災行政無線
（固定系）

放 送・吹 鳴 内 容
市内全ての防災行政無線（固定系）屋外拡声子局
の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局
およびＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放
送されます。
※屋外拡声子局 市内１１９箇所
【放送内容】
上りチャイム音（♪ピンポンパンポン⤴）
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⤵）
下りチャイム音（♪ピンポンパンポン⤵

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
また
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
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
館ください！
所在地：東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 ☎３３０－５０２０、ＦＡＸ３３４－０６０６
※いずれの催しも事前申し込み不要、参加費は無料
※いずれの催しも事前申し込み不要、参加費 無料
【主なイベント日時・内容】
９月 １日（土） 11:00
11:00～12:00
14:00
14:00～15:00

９月１６日（日） 14:00
14:00～14:30

地震ゆれ実験

対象：小学校

簡単な実験を通して液状化と耐震の 定員：各回先着２０名
しくみを知ろう

当日 9:00 から整理券配布

プラザおんがくかい

対象：どなたでも

ヴァイオリンとピアノの音色でいろ 定員：なし
いろな音楽を楽しもう♪

協力：奥村 優さん（ヴァイオリン）

井浦 貴子さん（ピアノ）
９月１７日

14:00
14:00～15:00

敬老会 おじいちゃん、おばあちゃん 対象：どなたでも
と一緒にけんちゃん（腹話術人形）に 定員：なし

（月・祝日
・祝日）

会いに行こう！楽しいお話盛りだく 協力：有竹 幸子さん

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●351
351-4004
4004（自動電話応答機能）にＴＥＬしていただくと放送内容が確認できます。
（自動電話応答機能）にＴＥＬしていただくと放送内容が確認できます。

さん。家族みんなで楽しもう！

９月２４日（月） 11:00
11:00～12:00
13:30
13:30～14:30

問合せ

危機管理室

☎３５４－８１１９

メモ帳作り

対象：年中児～小学生

のりと紙を使って、自分だけのメモを 定員：各回先着２０名
作ろう。

当日 9:00 から整理券配布

