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『社会福祉協議会会長表彰』
おめでとうございます！

『第５５回消防操法競技大会』で

富洲原分団が見事３位入賞！

集団がん検診の申し込みはお済みですか？
富洲原地区市民センターで受診していただく検診は
まもなく締め切りです!! 申し込みはお済ですか!?

胃がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)検診
実施日

場

所

締

切

対象者
子宮頸がん(※1) … 平成 11 年 4 月 1 日以前
の生まれの人（20 歳以上の人）

9/1０
（月）

７月１５日（日）、四日市市民公園にて「第５５回四日市市
消防団消防操法競技大会」が開催されました。
市内の２４消防分団が参加し、５人１組で競技を行い放水
技術などを披露し、競技の結果、富洲原分団が減点なしの３
位という輝かしい成績を収められました。
分団の皆さんは、この日に向けて暑い中、仕事を終えてか

7 月 19 日（木）、四日市市民生委員児童委員大会において、
ふ じ い

く

み

こ

社会福祉協議会会長表彰を受けられました。
民生委員児童委員として、長年地域の福祉にご尽力いただき、
誠にありがとうございます。

ら練習を重ねてきました。分団の皆さん、おめでとうござい
ます。そして、お疲れ様でした。

子宮頸がん検診と同時実施可

HPV 検査(※2)（ヒトパピローマウイルス検査）
富洲原地区
市民センター

9/1１
（火）

8/1３
（月）

対象の人で希望者は、受診当日、受付にてお伝
えください
乳がん（マンモグラフィ）(※１)

昭和 5４年 4 月 1 日

胃がん（バリウム）

以前の生まれの人

大腸がん

9/1２
（水）

（４0 歳以上の人）

【競技で活躍された富洲原分団の方々】
いのうえしょうじ

たかぎひろき

あさのゆうき

井上正治さん・髙木洋樹さん・淺野裕紀さん
すずき

じん

いとうまさき

鈴木

仁さん・伊藤正樹さん

大会での表彰の様子

以上５名

(※1)…2 年に 1 回の受診
(※2)…3 年に 1 回の受診

お休みのお知らせ

肺がん・結核検診（締切：ご希望の受診日の２週間以上前）
実施日
８/2９(水)

場

所

富洲原地区市民センター

検診時間
13:30～15:30

富田一色公会堂

10:15～10:45

松原公会堂

11:15～11:45

10/26(金)

回
覧

健康福祉部 健康づくり課
354-8282

『富洲原地区団体事務局』は

対象者

８月１３日(月) ～１６日(木)まで

昭和 54 年
4 月 1 日以前

お休みさせていただきます。

生まれの方
（４０歳以上の人）

◎詳細および他の受診会場や乳がん（エコー）検診については、
『がん
検診のお知らせ』
（広報よっかいち４月下旬号別冊保存版）をご参照
ください。あさけプラザなどでも受診できます。
◎定員に達した場合、締め切り前でも申し込みをお断りする場合が
あります。
◎同じ検診について、集団がん検診と
個別がん検診の両方を受けることは
できません。どちらかの方法を選択
してください。
問合せ

か と う かつよし

藤井久美子さんと加藤勝良さん（いずれも富田一色担当）が、

団長の渡邉俊宏さんと

放水技術を披露中の

競技に参加した 5 名の方々

富洲原分団

８月の
『イキイキ教室』
、
『ふれあい料理教室』はお休みです。

市民税・県民税（第２期）

次回 ☆イキイキ教室

【９月３日(月)】

☆ふれあい料理教室【９月１５日(土)】

納期限は８月３１日(金)です

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＞

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

ヘルプマン Vol.１

取材記

【著者】 くさか

里樹

【寄贈者】特定非営利活動法人りんどうの会

平成３０年７月豪雨災害の被災者に
ご支援をお願いします
西日本を中心に発生した豪雨災害で被災された方々を支援するため、
下記のとおり義援金を受け付けています。市民の皆様の温かいご支援を
よろしくお願いします。
【募金箱設置場所】
各地区市民センター
市役所１階 市民課
市役所３階 健康福祉課
市民窓口サービスセンター
問合せ

『はじめてのデザイン書道』が開催されました！
７月１８日（水）デザイン書道家 榮田清峰さんのご指導のもと「はじめてのデザイン書道教室」を開催しました。
直前の日程変更というアクシデントにも関わらず、１１名の方が参加されました。
書道は小学校以来何年かぶりという方も多く、始まりは皆さん緊張気味の様子でしたが、先生のアドバイスで皆さん
最後はとてもリラックスした雰囲気の中、涼しげな作品を完成しました。
デザイン書道教室は、今回が第１回で、１１月２８日に第２回を計画しています。時期的に年賀状を想定しての教室
となります。改めてご案内をいたしますので、皆さんのご参加をお待ちしています。

日本赤十字社四日市市地区
健康福祉課内

☎ ３５４‐８１０９

Fax３５９‐０２８８

『未来につなぐ相続登記』

問合せ
こども未来課 〒510-0085 諏訪町 2－2
☎354-8069 Fax354-8061
E-mail kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

相続登記はお済みですか？
不動産を相続した後、長期間相続登記をせず、放置しておくと…
① 相続人に、さらに相続が発生し相続人の確定が難しくなる。
② 相続登記の手続費用が高額になる。
③ 不動産の売却やローンの手続きがすぐにできない。
④ 不動産が適正に管理されず、荒地や空き家等が増え、環境が悪化する。
といった様々な問題が発生する可能性があります。大切な不動産を次世代に

最近子どもが生まれた人、新婚の人、未婚で子育てに興味がある人など、ぜひご参加ください

日
第１回

程
9/2(日)

手話通訳有

第２回

9/30(日)

引き継ぐため、相続登記の手続きを進めましょう。
また、法務局では、相続手続きを簡素化することを目的として、
「法定相続情

第３回 10/28(日)

報証明制度」を開始しました。この制度は、戸籍などの書類を基に、法務局が
法定相続人が誰であるのかを確認し、戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で
発行するものです。
相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払い戻しや税務署での
相続税の申告等、様々な相続手続きでご利用いただけます。
「相続登記の手続き」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は法務局
ホームページをご覧ください。

第４回 11/18(日)

問合せ
津地方法務局四日市支局
※

☎３５３－２２３７

専門家への依頼を検討されている方は司法書士にご相談ください。

内

公開講座

容

会場：総合会館８階 視聴覚室
「イクメンを超える！～人生１００年時代を笑って生きる父親とは？～」
講師 NPO 法人ファザーリング・ジャパン 安藤哲也さん
※どなたでも参加できます

男性保育士直伝！パパ友みんなで親子ふれあい遊び（※）
パパ友と一緒に！パパッと簡単！パパが作る料理講座（※）
夫婦 De 子育て NEXT：人生 100 年時代の夫婦のパートナーシップ
講師 NPO 法人ファザーリングジャパン

林田

香織さん

第５回 12/16(日)

教えて！先輩マイスター～マイスターのその後～（※）

第６回

1/20(日)

こんなときどうしたら？

第７回

2/17(日)

受講内容の発表

全講座無料
託児あり

こどもの緊急に備えよう！（※）

これでキミも子育てマイスター！認定式

※ママ向け講座がある日
◇対象

全７回講座に参加できる市内在住または在勤の男性

◇託児

全日程で託児を実施します（満６か月～就学前まで。要事前申込）

◇申込

名前、住所、電話番号、託児の有無（お子様の名前と年齢）を電話、ＦＡＸ、Ｅメール

↓HP はこちらから↓

または、ハガキでこども未来課まで（締切８月２４日まで）
市役所ＨＰ「父親の子育てマイスター制度」下部の「メールでお問い合わせ」からも申し込みができます。

