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3/ 5 おたんじょう会をします
おたんじょう会をします！
12 プチおわかれ会をしましょう！
プチおわかれ会を しましょう！
※いずれも火曜日

富洲原地区から 2 チーム 20 名が出場します。

・来年度のあそびかいは、4
・来年度のあそびかいは、 月 16 日（火）から

日
場
主
共

3 月 10 日（日）9：30
日（日）
30 開会式（小雨決行）
開会式（小雨決行）10：00
00 スタート
富双緑地公園内（園内コース 10 区間 15
15.2ｋｍ）
スポーツ推進委員協議会 北部ブロック
北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、
北部ブロック連合自治会、各地区社会福祉協議会、各地区体育
各地区体育
各地区体育・
スポーツ・保健体育団体・
スポーツ・保健体育団体・健康づくり推進委員会
健康づくり推進委員会
健康づくり推進委員会、各地区市民セン
、各地区市民セン
ター
後 援 教育委員会、中日新聞社、イオンリテール（株）
問合せ 富洲原地区団体事務局 ☎365-1174

百歳を迎えられた天野はるをさん
（天カ須賀二丁目）に、市長から
天カ須賀二丁目）に、市長からの
天カ須賀二丁目）に、市長からの
祝状と長寿祝金をお届けしました。
状と長寿祝金をお届けしました。
ご長寿の秘訣は、ご自宅で月２回、
先生から直接指導を受ける詩吟だそ
うです。これからもお元気でお過ご
しください。

時
所
催
催

始まります。
始まります。また
また、元気に来て下さいね！
元気に来て下さいね！

時

間

持ち物

10:00
10:00～11:30
11:30
着替え、タオル、帽子、
着替え、タオル、帽子、水分補給のお茶等
お茶等

★子育てについての相談も行っています
子育てについての相談も行っています。お気軽に
。お気軽にお
声掛けください。

問合せ

富洲原幼稚園

☎365
365-0653
0653

園児と一緒に遊ぼう！
3/6・
・13・２0

昨年、富洲原
昨年、富洲原地区内で唯一営業していた銭湯が
地区内で唯一営業していた銭湯が
地区内で唯一営業していた銭湯が閉店となり
となり、不便をお感じの方も多いことと思います。
、不便をお感じの方も多いことと思います。
そこで、地区内を運行する自主運行バス（山城
そこで、地区内を運行する自主運行バス（山城富洲原線）を利用した、あさけプラザ浴室（老人福祉施設）
富洲原線）を利用した、あさけプラザ浴室（老人福祉施設）
の利用についてご紹介します。
コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の
当浴室は、高齢者の語らい、ふれあい、健康増進の場として、市内及び三重郡在住の６０歳以上の方は無料
で、午前１１時から午後３時までご利用いただけます。利用の際は、
「利用者カード」の交付が必要です。
（毎 一斉定期修理を行います。
週月曜日の休館日のほか、第４木曜日等、浴室をご利用いただけない日もあります。
）
期間中は延べ 50,000 人が構内に入り、ピーク
また、お帰りのバスの出発時刻まで、あさけプラザ内
また、お帰りのバスの出発時刻まで、あさけプラザ内の図書館
の図書館などもご利用ください。
もご利用ください。
時（
時（3 月 18 日～4 月 5 日）には、周辺の国道
23 号及び１号などで交通渋滞の発生が予想され
号及び１号などで交通渋滞の発生が予想され
自主運行バス時刻表より一部抜粋
より一部抜粋（富洲原地区内には、４カ所のバス停があります）
（富洲原地区内には、４カ所のバス停があります）
ます。
自主運行バス時刻表
より一部抜粋
交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変更、
往路（富洲原⇒あさけプラザ）
復路（あさけプラザ⇒富洲原）
時差
時差出勤等を実施します。
出勤等を実施します。
天カ須賀２丁目発
8:40
11:20
あさけプラザ発
13:53 16:33
おかけしますが、よろしくお願い
大変
大変ご迷惑を
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い
11:21
富洲原地区市民センター発 8:41
14:06 16:46
イオンモール四日市北着
します
します。
8:42
11:22
富田一色郵便局前発
14:13 16:53
富田一色郵便局前着
イオンモール四日市北発
あさけプラザ着

8:47
9:04

※バス料金
料金は片道 170 円です。

11:27
11:44

富洲原地区市民センター着
天カ須賀２丁目着

14:14 16:54
14:16 16:56

問合せ
浴室の利用について： あさけプラザ ☎363
363-0123
0123
自主運行バスについて：都市計画課 公共交通推進室
自主運行バスについて：都市計画課
☎354
354-8095
8095

≪定期修理期間≫
3 月 4 日（月）～4
日（月）～4 月 27 日（土）55
日（土）55 日間
問合せ

四日市事業所
東ソー（株）
東ソー
364-1111
総務課 ☎364

※いずれも水曜日
時 間

9:30
12:00
9:30～12:00

持ち物

着替え、
タオル、
着替え、タオル
帽子、水分補給のお茶等

問合せ

富洲原保育園 ☎365
365-0994

子育て相談お受けします！
月～金曜日 9:30～
～14:30
持ち物

着替え、タオル、帽子、
水分補給のお茶等

※一日の方は、お弁当をご持参ください。
問合せ 日の本保育園子育て支援センター
☎365-0840
☎
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

回 覧

10:00～11:30
日 時 3 月 11 日（月）
日（月）10:00
11:30
場 所 富洲原地区市民センター大会議室
354-8291
問合せ
健康づくり課 ☎354
8291

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

業務内容
勤 務 日

園庭整備、園内雑務（掃除その他）
4 月 1 日（月）からの勤務です。月曜～金曜日
（土・日は休み、運動会など
（土・日は休み、運動会など行事のある日は勤務になります
行事のある日は勤務になります
が、代休
が、代休があります
があります）
）
勤務時間 8 時 15 分～3
分～ 時 30 分（休憩 45 分含）
時 間 給 860 円（平成 31 年 4 月に増額の
増額の予定）
予定）
通勤距離が片道 2ｋｍ以上は通勤費支給
ｋｍ以上は通勤費支給
申 込 み 富洲原幼稚園まで直接お電話
富洲原幼稚園まで直接お電話ください。
ください。
履歴書を提出していただきます。
富洲原幼稚園 ☎365
365-0653
0653

富洲原中学校
暁 幼 稚 園
富洲原小学校
富洲原幼稚園
日の本保育園
富洲原保育園

3 月 7 日（木）
3 月 19 日（火）
日（火
3 月 20 日（水）
水）
3 月 22 日（金）
3 月 23 日（土）
3 月 26 日（火）

今回は、
「豊田市防災学習センター
「豊田市防災学習センター」を訪問しました。最初に、過去の
を訪問しました。最初に、過去の
災害の映像を視聴し、特に阪神淡路大震災・東日本大震災の映
災害の映像を視聴し、特に阪神淡路大震災・東日本大震災の映像では、地
地
震の恐ろしさを
震の恐ろしさを改めて痛感しました。また、
痛感しました。また、
痛感しました。また、様々な災害を
様々な災害を想定した内容の
想定した内容の
体験コーナーでは、
体験コーナーでは、参加者全員
参加者全員がとても
がとても興味深く体験学習を行い
興味深く体験学習を行いました。
興味深く体験学習を行いました。
自助と共助の重要性と災害への備えの大切さを再認識できた
自助と共助の重要性と災害への備えの大切さを再認識
災害への備えの大切さを再認識できた、大変有意
有意
義な研修となりました。今後の地域の防災活動に活かしていきたいと思い
ます。

健康情報冊子「ＡＲＵＫＵ」や、南部アルプス縦走路
健康情報冊子「ＡＲＵＫＵ」や、南部アルプス縦走路を活用した
を活用したウオーキングイベントを開催します。
ウオーキングイベントを開催します。
あすなろう四日市駅からあすなろう鉄道に乗車
あすなろう四日市駅からあすなろう鉄道に乗車し、西日野駅下車後、徒歩で南部丘陵公園まで行き、北ゾー
西日野駅下車後、徒歩で南部丘陵公園まで行き、北ゾー
ン・南ゾーンをウオーキングします。
ン・南ゾーンをウオーキングします。
開催日 3 月 3 日（日）9：00
日（日）
00 集合（11
11：30 頃終了予定）小雨決行・荒天中止
頃終了予定）小雨決行・荒天中止
集 合 あすなろう四日市駅改札前
料 金 無料 ※ただし、あすな
※ただ
あすなろう鉄道の運賃は参加者負担（あすなろう四日市⇒西日野片道
ろう鉄道の運賃は参加者負担（あすなろう四日市⇒西日野片道 260 円）
申込み 不要
＜受付・記念品配付場所＞
＜受付・記念品配付場所＞
対 象 １時間程度ウオーキングできる方（小学生以下は保護者同伴）
その他 ・南部丘陵公園から参加される
・南部丘陵公園から参加される場合は、北ゾーン（右図）で
場合は、北ゾーン（右図）で
受付を行います。
（受付時間 9：
：30～10
10：30）
北ゾーンの
日永梅林
・参加者には記念品配布有り（先着 200 個限定）
付近です
・同会場で日永梅林梅まつりも開催
・会場へは四日市あすなろう鉄道をご利用ください。
・あすなろう四日市駅とイベント会場では、南部丘陵
・あすなろう四日市駅とイベント会場では、南部丘陵公園がある
公園がある
登城山の山バッジを販売します。
（
（1 個 500 円・あすなろう鉄
道 1day フリーきっぷ
フリーきっぷとセットで
とセットで 1,000
000 円）
問合せ 公共交通
公共交通推進室
推進室 ☎354
354-8095 健康づくり課 ☎354
354-8291
8291

◎火災の発生状況
平成 30 年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 110 件（前年比＋
件（前年比＋17 件）で、
このうち建物火災が 63 件で全体の約 57
57％を占めています。また、主な出火原因は、放火
％を占めています。また、主な出火原因は、放火
（疑い含む）
、たばこ、たき火です。死者数は 5 名（前年比＋
名（前年比＋3 名）です。
◎住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 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。
≪4 つの対策≫
つの対策
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
隣近所の協力体制をつくる。
◎もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほ
定期的にほこりな
こりな
どをふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
問合せ 消防本部予防保安課 ☎356--2010 ＦＡＸ356
ＦＡＸ356-2041

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が本年１月
１７日に公布され、
１７日に公布され、当センターを含め市の施設における７月１日からの敷地内禁煙

が決定しました。
また、このことに先立ち、地方公共団体の責務等にかかる規定が１月２４日から
施行され、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせること
望まない受動喫煙を 生じさせること
がない場所とするよう配慮しなければならないこととなりました。
このことを受け、来館者が望まない受動喫煙を生じさせない環境づくりを図るた
め、現在当センターの出入口付近に設置している灰皿を３月１日以降撤去
現在当センターの出入口付近に設置している灰皿を３月１日以降撤去させてい
灰皿を３月１日以降撤去させてい
ただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

365-1136
問合せ 富洲原地区市民センター ☎365

