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《四日市市消防本部からのお知らせ》

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日

本市では、高齢者のペダルの踏み間違いによる事故の防止対策として、後付けのペダルの急発
進抑制装置の取り付けにかかる補助金を交付しております。令和２年度までの補助制度であり、
国の補助金にも限りがあるため、この機会にぜひご活用ください。

その火事を 防ぐあなたに 金メダル
火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防火に関する意識を高めて
いただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合も被害を最小限にとどめることを

補助には次の条件を満たす必要があります
・四日市市内に在住
・市税の滞納がない

目的として、毎年「秋の火災予防運動」を実施しています。
以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。

・65 歳以上（昭和 31 年４月１日以前に生まれた方）
・所有する自動車が自家用車である（１人１台）
他

●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント

補助金の申請について
補助金の申請は、市の登録を受けている店舗にて行っていただきます。申請については、店舗
にご相談ください。なお、登録を受けている店舗は、四日市市ホームページで『高齢運転者』と
検索し、『後付け装置取扱事業者一覧』をご覧いただくか、四日市市役所 道路管理課にご連絡
ください。 補助金の期限は令和３年３月３１日までですが、取り付け工事や書類の提出等を全て
終えている必要があるため、余裕をもって、お早めに申請してください。
【四日市市ホームページの URL】
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583376797522/index.html

補助制度を用いた場合の支払い額の一例
カーディーラーで取り付けた場合の一例
(取り付け費)
９０，０００円
(国 補 助 金) －４０，０００円
(市 補 助 金) －３５，０００円
支 払 い額
１５，０００円
担当部署

カー用品店で取り付けた場合の一例

≪4 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。
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、隣近所の協力体制をつくる。

■問合せ 四日市市消防本部予防保安課（☎ 356-2010、FAX 356-2041）

(取り付け費)
(国 補 助 金) －
(市 補 助 金) －
支 払 い額

羽津地区
羽津地区全体防災訓練実施のため、午前 9 時から 60 秒間 防災サイレンを吹鳴します。
ご迷惑をおかけしますがご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
【問合せ】羽津地区市民センター 331-4465

:059-354-8154

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児 10：00～12：00
5 日(木)・12 日(木)・19 日(木)・26 日(木)

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。
※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

♪富田幼稚園 遊び会

カンガルー 0～1 歳児 10：00～11：30
４日(水)・11 日(水)・18 日(水)・25 日(水)

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。

パンダ ２～３歳児 10：00～11：30
２日(月)・９日(月)・16 日(月)・30 日(月)

１１月２日(月) １３：３０～（60 分程度） 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
●持ち物：タオル・飲み物
●問合せ：高齢福祉課 354-8170

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。

●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。

※国の補助金がある場合

四日市市役所 道路管理課交通安全係

≪3 つの習慣≫

♪富田文化幼稚園 プレイランド

１

未就園児 10：30～11：30
10 日(火)・17 日(火)・24 日(火)

四日市市立博物館

特別展「2020 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」
★会 期
★開館時間
★休館日
★観覧料
★会 場
★問合せ

10 月 3 日（土）～11 月 1 日（日）
9：30～17：00（展覧会の入場は 16：30 まで）
月曜日（祝休日の場合は翌平日）
一般 800 円、高・大生 600 円、中学生以下無料
そらんぽ四日市（四日市市立博物館） 4 階 特別展示室
四日市市立博物館・プラネタリウム 〒510-0075 四日市市安島一丁目 3 番 16 号
 059-355-2700（代） メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

おうちで、赤ちゃんへの読みきかせをする時のちょっとしたコツを知りたい。
どんな絵本を読んだらいいかを迷っている。そんな人、お待ちしています。
おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、ぜひどうぞ！
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女性のためのカウンセリング講座（オンライン）全４回

オリエン
テーション

第1回
第2回
第3回

日付
11/11
(水)
11/20
(金)
11/27
(金)
12/ 4
(金)

時間
10:00 ～
11:00
10:00 ～
11:30
10:00 ～
11:30
10:00 ～
11:30

内

容

オンラインテスト、自己紹介、説明
カウンセリングの基礎「聴く 看る」
テーマから学ぶ「家族との関係」
カウンセリングの基礎「わかる 共感」
テーマから学ぶ「友人との関係」
カウンセリングの基礎「尊重 受容」
テーマから学ぶ「生き方」

◆問合せ・申込み◆
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
四日市市本町９番８号 本町プラザ３階
：３５４－８３３１
FAX：３５４－８３３９
E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

締
切
あ て 先

講 師 石田ユミさん
（フェミニストカウンセラー・公認
心理師・臨床心理士）

対 象
①市内に在住、または通勤・通学
し、全 4 回参加できる女性
➁インターネットの接続環境でタ
ブレット端末または Web カメ
ラ付きのパソコンを用意できる
人（スカイプのアカウントの取
得が必要）

自動車文庫
の日程

一時停止する
・すべての証明書
サービス

１１月 ４日（水） １０：５０～１１：２０
１１月 ６日（金） １０：１０～１１：１０

参加費 無料（通信料はご自身の負担）

保育無料券とは、第２子以降の子の出産後における保護者の心身の負担軽減のため、市内の
認可保育園・こども園での一時保育に上の子を 2 回まで無料で預けられる券のことです。
保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があります。

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を
停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
11 月１日（日）
終日

富田浜会館

定 員 10 人程度（先着順）

◆コンビニ交付サービスの一時停止について

一時停止日

図書館職員
市内在住の中学生以上の人
10 人（応募多数の場合は抽選）
無料
なし
ハガキ、メール、電話、FAX、窓口にて受付
※住所、名前、電話番号を添えてお申し込みください。
11 月 11 日(水) 必着
〒510‐0821 四日市市久保田 1 丁目 2－42
四日市市立図書館「よみきかせ はじめのいっぽ！」係  352-5108
FAX 352-9897 E-mail：tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

＜申 請 方 法＞
こども未来課(総合会館３階)、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター(近鉄四日
市駅高架下)にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出ください。

11 月 13 日（金）19：00 から、
11 月 14 日（土）、15 日（日）の終日

＜対 象 者＞
市内在住の産婦で、第２子以降の子を出産し、生まれた子の兄・
姉(未就学児)を養育している人。

・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） ・戸籍の附票の写し
※住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税証明書は
上記期間内でも交付可能です。

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ

＜利 用 期 間＞
保育無料券を受け取った日から、出産月の 12 か月後の月末まで。

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を停
止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■臨時休業日 11 月１日（日）、14 日（土）、15 日（日）

＜利 用 方 法 等＞
一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、
各園にお問い合わせください。

市民課（問合せ

☎354-8152

FAX359-0282）

２

【問合せ】こども未来課

：354-8069

くうちゃんだより

十四川堤防の草刈り及び清掃活動がありました

～マネージャー通信～ VOL.24

９月 12 日（土）十四川と環境を守る会の十四川部門の皆さんによる草刈りがありまし
た。10 月末までの期間は朝 8 時より行っていますが、11 月からは朝 9 時より行います。
これからの季節は桜の葉が舞い、とても枯葉の多い時期となり近隣の方も清掃を行って
いただく様子も多く見受けられます。
来年の春も綺麗な桜で、来年こそは桜まつりが行えることを願い日頃の管理を行ってい
ただいています。

10 月 20 日発行
朝晩がめっきり寒さを感じる季節となりました。皆さんお身体の調子はいかがでしょうか？
10 月は「スポーツの秋」、
「食欲の秋」食べて健康になれるこの時期です。スポーツの秋と言えば、各学校
や各園では運動会が開催されました。今年度は地域の来賓参加が自粛となりましたが、とても工夫された運動
会が各学校や園などで行われました。来年は安心して運動会ができるといいですね…。
また、一時落ち着き始めたかな？と思うコロナ感染症も、全国での第二派で四日市に到来したように感じま
す。そんな中でも取り組みをしていただきました活動、9 月の活動で取材に行かせていただきました取り組み
をご紹介させていただきます。

～富田地区社会福祉協議会・青少年を守る部会の活動～
地区内にある、黄色いとまれシールに気づいていますか？
富田地区内には、細い道から車の通る道路「飛び出し注意箇所」などに、必要に応じてこ
のようなとまれのシールが路面に貼ってあります。剥がれている個所も多く、見直しが検
討されました。部員さんによって必要と判断された箇所には新しいシールを貼っていただ
きます。
（60 枚数限定）

9 月 13 日（日）東富田町のどんどまつりの準備が行われました。毎年行われる東富田町
のどんどは秋の稲刈り時期から準備が始まりました。
茂福町の農家さんでの稲刈りと同時に、東富田町のどんどに関係する方が稲藁取に出向き
コンバインで刈り込まれる藁を順に集め、束ね、トラックに運び、乾燥させるために雨の当
たらない場所に並べます。
この日は朝から雨が降り午後からの作業となりました。田んぼの中は足元が非常に悪く、
稲刈りも稲藁取も大変苦労しました。田んぼ 3 枚分の稲藁は、直径約 50 センチまでの稲藁
束で約 1000 束近くありました。コロナ感染症拡大に懸念し、人数を減らしての作業でした
が皆の協力で無事終了しました。
開催については現在検討中ですが、地
域の方には大変な作業を行っていただき
ました。
毎年、このような苦労を重ねどんどま
つりが行われています。

作業日時：11 月 7 日（土）・8 日（日）9 時 30 分～12 時頃
14 日（土）
・15 日（日）9 時 30 分～12 時頃
（雨天延期あり）
※土日となりますが、交通の妨げにならないよう心掛け作業を行
いますが、一生懸命作業していますと車に気づかない場合もあります。もし、お見かけし
た場合には優しくホーンを鳴らし「徐行運転」のご配慮をよろしくお願いします。
子どもの安心安全を守るための活動です。ご協力をお願いします。

９がつのちいきのとりくみ
富田小学校の「防災教室」の出前講座に行きました
９月 11 日（金）富田小学校の防災教室行われました。例年は全児童に受けていただ
きましたが、今年はコロナ感染症拡大予防の為学年に制限がありました。
1 年生は、四日市市女性分団サルビアの方より「防火対策」について楽しくお話をい
ただき、3 年生は、富田地区連合自主防災隊による「防災クイズ」を行いました。5，6
年生は、北消防署による「放水訓練」を行いました。

丸の内町公園で環境整備が行われました
９月 15 日（火）朝 8 時より、丸の内公園で老人クラ
ブによる草刈りが行われました。
事前に草刈り機で刈り込みしていただいた部分の草寄
せや、手作業による草取りを行いました。とても暑い日
でしたが、水分補給をしながら作業をしていただきまし
た。雨降りの後日作業でしたので袋に入れるととても重
く、一輪車で運び込むことが精一杯の様子でした。
休憩や終了の声掛けにも、
「もう少し…」の気持ちが入りなかなか終了するキリがつ
かない様子でしたが、十分に綺麗にしていただきました。

３
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連合自治会

９月定例会

富田地区連合自主防災隊

議事録

議事録

令和 2 年 9 月 8 日（火）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。
9 月度

富田地区連合自主防災隊

定例会

議 事 録

議

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 なし

事

録
日時
場所

３．連絡・報告事項
市関係
（１）令和 3 年度 防犯カメラ設置予定調査について

１、連合防災隊長挨拶

（２）本年および来年における防犯外灯の LED 化について

３、連絡・報告事項

令和 2 年 9 月 17 日（木）午後７時～
富田地区市民センター2 階ホール

２、定例・学習会

連合自治会

（３）令和元年度土木要望回答について【三重県】
自主防災隊

社協関係
（１）共同募金へのご協力について

（１） 総合防災訓練について
（２）
「災害対策本部設置」「デジタル簡易無線機取扱」勉強会について

（２）敬老行事に係る対象者名簿の確認のお願いについて【福祉部】
※式典、アトラクションは中止となりますが、記念品の配布は例年通り（10 月末頃）
行います。

（３）北星高校防災避難訓練・公開講座について
（４）富田小学校 防災教室について

その他

（５）四日市地区防災組織連絡協議会・北部ブロック会議について
４、その他
（１）防災倉庫定期点検について
日時：令和２年９月２０日（日） 集合：午前９時 地区市民センター
担当：Ａコース 第１１ブロック（北鵤町第１・第２・第３・第４、四五六町）
）
Ｂコース 第 １ブロック（西町第１・第２・第３東・第３西・第４・第５）

11 月 20 日発行「くうちゃんだより」掲載記事を募集します!!
10 月に行われた活動内容や写真、お知らせしたい内容等の原稿を、11 月
9 日（月）までに富田地区市民センター地域 MGR 落合までお持ちください。
お問合せ（３６５－１１４１地区市民センター

次回定例会：令和２年１０月１５日（木）会場準備：第８～１２ブロック

地域マネージャー落合まで）

４

