お知らせ NO.８
富田地区市民センター
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特別番組「家で祭りを楽しもう～大四日市まつり～」

表彰おめでとうございます

今年はおうちで祭り気分を味わいませんか？
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大四日市まつりが中止となりました。
番組では、２０１９年の大四日市まつり２日目「郷土の文化財と伝統芸能」に出演
した団体の演技を各団体の思いと共に振り返ります。是非ご覧下さい。

【民生委員・児童委員厚生労働大臣特別表彰】
相馬 弘德

富田地区公式ホームページ

令和２年７月 20 日号

様

長年にわたり民生委員・児童委員としてご活躍
されました。

《放送チャンネル》12ch
《放送日時》8 月 11 日～16 日 火・木 19:00～/水 23:00～/金・日 17:00～/土 19:00～
問い合わせ

シー・ティー・ワイ

地域情報部

TEL０５９－３５９－２９２５

羽津小学校 給食パートを募集（８月下旬からの勤務です）
８月３日(月)

１３：３０～（60 分程度）

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート）１名
◇業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
◇勤 務 日 ＝ 給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇勤務時間 ＝ 午前８時３０分～午後３時００分（労働時間５時間４５分）
◇時 間 給 ＝ １０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇そ の 他 ＝ 他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することが
あります。
◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のう
え、履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

富田地区市民センター ２階ホール
介護予防 !! 動きやすい服装でお越しください。
●対

象：おおむね 65 歳以上の市民の方

●申込み・参加費不要
●問合せ：高齢福祉課 354-8170

●持ち物：タオル・飲み物

参加するにあたっては、以下のことにご理解いただきますようお願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。

◇応募期間

※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを
心配される方は参加を控えていただくようお願いします。

＝

７月２０日（月）～８月３日（月）

戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月１５日に黙とうを

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児 10：00～12：00
６日(木)・1３日(木)・２０日(木)・２７日(木)
未就園児

健康福祉課（☎354-8109 FAX359-0288）
毎年８月１５日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。市民・事業者の皆さんも当日

♪富田文化幼稚園 プレイランド

正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では鐘が鳴らさ
れることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。

♪富田幼稚園 遊び会
お休みです

未就園児 10：30～11：30

25 日(火)

１

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
試験放送を実施します

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：

場
内

所：
容：

修 了：
定 員：
申込み：
問合せ:

（１）実施日時
８月５日（水）午前１１時００分ころから数分程度
（２）試験放送内容

以下の土曜日及び日曜日（全５回) 9:30～12:00
令和２年９月 20 日（日）、10 月 31 日（土）、11 月７日（土）、28 日（土）
12 月 19 日（土）
四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、効果的な取材・広報について、

放送機器

防災行政無線
（固定系）

地域資源のマッピング演習、レポート作成など
全５回中、３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
25 名（応募者多数の場合抽選）
8 月 31 日（月）までに
四日市市役所 市民協働安全課 （担当：室田、渡瀬）
電話３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６

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 )

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。
※

（１）日

時
８月１０日（月・祝）午前９時 30 分から 11 時（受付は９時から）※小雨実施
（２）場 所
天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）
（３）内 容
御池沼沢植物群落の説明とザリガニ釣り
（４）対 象
３才以上（小学生以下は保護者同伴）
（５）定 員
申込み先着順１０組程度
（６）持ち物等 長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・タ
オル・虫よけ・ザリガニを入れる容器
（７）申し込み 参加費無料
７月２０日から８月５日（必着）に、代表者の
名前、参加人数（小学生以下は学年か年齢も）、
交通手段、連絡先（電話番号かメールアドレス）
を、電話かファックス、E メールで、または直
接、社会教育・文化財課までお知らせください。
電話：059-354-8240、
ファックス：059-354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

市内全て（※）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。
【放送内容】

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。

御池沼沢ザリガニ釣りで植物保護！

田光四日市線

放送・吹鳴内容

屋外拡声子局 市内 119 箇所

● 以降の試験については以下のとおり予定しています。
令和２年１０月 ７日（水）１１：００から
令和３年 ２月１７日（水）１１：００から
●

気象状況その他の理由により中止する場合があります。

【お問い合わせ先】
四日市市 危機管理室
電話 059-354-8119

読書に関するエッセーを募集

大池

メリノール
学院

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことを
エッセー(随筆)にしてください。

御館

大池中

西部
指定地

対 象 市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人
■テーマ
「あの人におすすめしたい本」または、読書法や読書論について
■規 定
400 字詰め原稿用紙またはワード等（1 列 20 文字×20 列）を使用し、本文
3 枚と表紙 1 枚で未発表のもの(一人 1 編)に限る
申込み 10 月 18 日(必着)までに、作品表紙に所定の応募用紙を添えて、郵送かＥメールで、
また直接、〒510-0821 久保田一丁目 2-42 四日市市立図書館へ
その他 募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。

御 池 沼 沢植物群落
東 部 指 定地

四日市
中央工業

神前小
国道４７７号
三滝川

問合せ

８月の自動車文庫は、お休みです
2

四日市市立図書館 ℡352-5108 Fax352-9897
月曜日 第２・４火曜日休館
HP https://www.yokkaichi-lib.jp/

Mailtosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

くうちゃんだより

6 月の地域の活動
～マネージャー通信～ VOL.21
7 月 20 日発行

十四川堤防の環境整備が行われました。

した

6 月 4 日（木）十四川と環境を守る会による環境
整備が行われました。自粛していた活動もこの日を
はじめ再開し、成長した草を刈っていただきました。
十四川の草も成長が早く定期的な環境整備を行っ
ていただきます。環境整備に少しでもご協力いただ
けると大変助かります。ぜひご協力をお願いします。
また、桜の木以外の樹木が多く見られます。桜の木以外の樹木及び花や個人花壇
の設置をご遠慮いただきますよう、ご協力をお願い致します。

梅雨に入り、雨降りが続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか？新型コロナウィルス感染症拡大予防による
自粛も要約落ち着き始めた頃、雨続きで外に出られず再びストレスの溜まる思いの毎日です…。
雨の日は湿度が高く熱中症にもなりやすいですが、消毒液とマスクがまだまだ手放せない日々です。この時期マ
スクを着用し口がふさがることで水分補給が疎かになり、更に熱中症を引き起こしているケースも多いようです。
水分補給を充分に行い健康には気を付けてくださいね…。
新型コロナに役立つネット情報から、ある一部をご紹介します。

【家庭用洗剤と次亜塩素酸水の「効果のある」使い方と注意点】
次亜塩素酸水の効果ある使用方法：アルコールのように少量をかけるだけでは効果なく、一定の濃度以
上のものを十分な量を使った場合に効果がある。と使用上の注意点を経済産業省などが公表しました。

①

6 月 6 日（土）十四川と環境を守る会と環境部によるフラワー

汚れをあらかじめ落としておく

道路の草刈りが行われました。この日は、トライアル交差点から、山
城線道路までの歩道際に生えた草を刈っていただきました。
街路樹の根元に植えられている花も整備していただき綺麗になり
ました。

目に見える汚れはしっかり落としておきましょう。元の汚れがひどい場合は有効塩素濃度２００ｐｐｍ
以上のものを使うことが望ましいです。

②十分な量の次亜塩素酸水で表面をヒタヒタに濡らす。
アルコールのように少量をかけるだけでは効果ありません。

③少し時間をおき（20 秒以上）綺麗な布やペーパーで拭き取る。

西町よる町内清掃が行われました。

【家庭で消毒液を自作すると危険】

６月７日（日）、西町による町内清掃が行われました。今年は、コロナウィルス感
染症拡大を懸念し各町による一斉清掃は中止となりましたが、人数を制限し中公
園の草刈りと、垣根の刈り込みをしていただきました。
中公園の後は、西町八幡神社の清掃活動です。この日はとても暑い日でした
がとても綺麗にしていただきました。

塩素系漂白剤（キッチンハイター）などに用いられている次亜塩素酸素ナトリウムは、本来の次亜塩素
酸水に使用されているものとは別物です。人体への刺激性が強く、塩素が発生する可能性があり危険です。
経済産業省が作成しない、使用しないように注意を呼び掛けています。

【車内での消毒液使用の危険】
暑い車の中で消毒用アルコール液を放置しておくと、可燃性の蒸気が発生し思わぬ事態になる恐れがあ
ります。また、発火性の危険もあるので高温多湿は避け涼しい場所に保管してください。

東富田町「浜ひろば」の環境整備が行われました
東富田町で環境整備が行われました。自治会主催の一斉
清掃が中止に伴いそれぞれの町で必要に応じ自主的な活動
を行っていただきました。中にはたくさんの参加者を募る
ことが出来ず、自治会長さんが花壇の整備を行っている姿
を見かけました。綺麗になった花壇には、花の苗が植えら
れました。

8 月 20 日発行「くうちゃんだより」掲載記事を募集します!!
7 月に行われた活動内容を、8 月 7 日（金）までに活動内容のわかる写真と
内容をお持ちください。
お問合せ（３６５－１１４１地区市民センター 地域マネージャー落合まで）

３

連合自治会

６月定例会

議事録

富田地区連合自主防災隊

令和 2 年 6 月 8 日（月）午後 7 時より富田地区市民センターにて定例会議が行われまし
た。連絡・報告事項は以下の通りです。

防災便り
令和２年６月２２日
富田地区連合自主防災隊

議 事 録

令和２年度はコロナウィルス感染症拡大の為、自主防災隊も活動を自粛してお
りました。しかし、自粛の中でも活動実施の内容を、防災便りとして下記の通り
報告いたします。

１．連合自治会長挨拶
２．二日会からの個別上程事項について
高地区 なし
浜地区 なし
茂福地区

防災便り

なし

記

３．連絡・報告事項
（１）市関係
①令和 2 年度土木要望（四日市市分）の回答について
※下水建設課 道路維持課 市街地公園課 河川排水課
（対象自治会のみ配布しました。）

①令和元年度の定期総会の中止・書面評決で決定
②新役員での定例会中止
③防災倉庫の点検
イ ４月１９日（日）A コース（８ブロック） B コース（７ブロック）
ロ ５月２４日（日）A コース（９ブロック） B コース（２ブロック）
ハ ６月２１日（日）A コース（４ブロック） B コース（３ブロック）

②防犯外灯電灯料補助申請
提出書類：6 月分電灯料領収書（写し）
提出期限：7 月 22 日（水）までに団体事務局（富田地区まちづくり協議会内）へ

A コース【北消防署・富田中学校・富田山城線高架下】
B コース【四日市高校・北星高校・富田小学校・富田地区市民センター】
④富田地区自主防災隊備蓄倉庫の整備及び在庫確認
・５月１４日（木） 富田小学校
・５月２２日（金）富田中学校
・５月２４日（月） 四日市高校
・５月２８日（木）北星高校、富田地区市民センター
（５月２４日）

③令和 2 年国勢調査 調査員の推薦について
※調査員推薦書提出、調査員説明会：8 月中旬～9 月上旬頃開催予定
（２）地区社協からのお知らせ
①地区社協会費納入について
団体事務局（富田地区まちづくり協議会内）まで
４．その他（連絡・報告事項）
（１）防災資機材購入について（対象自治会）
報告提出期限：６月２６日（金）富田地区市民センター落合 MGR まで

富田まちづくり協議会よりお知らせ
⑤役員会実施
６月１８日（木）：７月より活動に向けて、他～
⑥不要マスクの収集及び再利用の取り組み
（６月１８日）

の開催予定の
を中止します。
新型コロナウィルス感染症拡大に伴い拡大予防である「三密」が困難であることか
ら、今年度の体育祭は中止と判断させていただきました。何卒、ご理解をいただきま
すようよろしくお願い申し上げます。

（体育祭実行委員会）

４
以上

