お知らせ NO.22
富田地区市民センター

☎３６５－１１４１

富田地区公式ホームページ
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《四日市市消防本部からのお知らせ》

カナダ体操チーム応援
メッセージの募集

春の火災予防運動 ３月１日～７日
その火事を 防ぐあなたに 金メダル

今年７月に四日市市で東京 2020 オリンピックの事前キャンプを行う

●火災の発生状況
令和２年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 90 件です。このうち建物火災が
50 件で、主な出火原因は、放火（疑い含む）、たき火、たばこになります。

カナダ体操チームに向けた「応援メッセージ」を募集します。
ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に
飾るほか、市のホームページなどの広報物に掲載する予定です。
ご応募いただいた方全員に、「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」
（１人１回まで）をお送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッ
セージの応募者にカナダ体操チームからのプレゼントもあります。

●住宅防火

■募集期間：2021 年５月 31 日（月）まで（必着）
■応募方法：メールまたは郵送
応募方法等 詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先：〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市国体推進課
：354‐8462
FAX：354‐8338
メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

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≫

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。

●四日市市消防本部公式チャンネル
当消防本部ではホームページ内に YouTube チャンネルを開設し、様々な広報用動画を配信
しています。現在、消火器の取扱いをはじめ、消防用設備の取扱い動画を配信しております。
コロナ禍で集まっての訓練が困難であるため、広報用動画を参考にしてください。

ＨＰＩＤ：１６０８８６４１９６３５６

四日市市消防本部
公式チャンネル
【https://www.youtube.com/channel/UCamPmftadFCPlONeodrqJmw】
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
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。

■お問い合わせ

四日市市消防本部 予防保安課（☎ 356‐2010、FAX 356‐2041）

３月１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

自動車文庫
の日程
１

富田浜会館
富田地区市民センター

３月２日（火） １０：５０～１１：２０
３月３日（水） １０：１０～１１：１０

３月は自殺対策強化月間です。

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児 10：00～12：00
４日(木)・11 日(木)・18 日(木)・25 日(木)

♪富田幼稚園 遊び会

0～1 歳児

自殺者数はここ数年減少傾向で推移していましたが、令和２年７月以降前年同月比
で増加に転じています。新型コロナの影響により、こころの不調を感じている人もい
るのではないでしょうか。
四日市市保健所では、精神科医師や保健師、精神保健福祉士による「こころの相談
（予約制）」のほか、
「新型コロナウイルス感染症に伴うこころの傾聴電話」を行って
います。ぜひご利用ください。

10：00～11：30

10 日(水)
パンダ ２～３歳児 10：00～11：30
１日(月)・８日(月)・15 日(月)

♪富田文化幼稚園 プレイランド

未就園児
２日(火)・９日(火)

10：30～11：30

◆こころの相談窓口（保健予防課）平日 8：30～17：15

◆新型コロナウイルスに伴うこころの傾聴電話（傾聴ボランティア）
毎週月曜日、火曜日、金曜日の 13：00～17：00 （祝日を除く）


四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう‼
：059‐330‐5020
HP：http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
FAX：059‐334‐0606
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号

橋北交流会館 4 階

問い合わせ先

2017 年 4 月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館
しています。主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、
さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」
や「赤ちゃん広場」も実施しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が
充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

市民課からのお知らせ

3 月 13 日
（土）

～

3月
13 日（土）
26 日（金）

3 月 20 日
（土）

3 月 27 日
（土）

15：30～16：30

9：00～11：30
12：30～14：00
15：00～17：00

料金

マイナンバーカードは、通知カード（または個人番号通知書）と一緒に送付された「個
人番号カード交付申請書」で申請できます。申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方
法のほか、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 か月半程度時間がかかりますので、ご希
望される方は、お早めにご申請ください。

無料

プラザおんがくかい
～橋北中学校音楽部～
いろいろな楽器のアンサンブルを楽しみ
ましょう♪

対象/どなたでも
定員/当日先着 50 名
協力/四日市市立橋北中学校
音楽部

※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、
近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得でき
ますので、お問い合わせください。

お手紙を書こう。
対象/どなたでも
おじいちゃんや、おばあちゃん、お友だち 定員/先着 50 名
などにお手紙を書こう。プラザで撮影した 持ち物/手紙を出したい人の
写真も印刷できるよ。
（１人２枚までＯＫ）
住所と郵便番号を

◆コンビニ交付サービスについて
全国のコンビニなどの店舗内に設置されているマルチコピー機（キオス
ク端末）で、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得できます。
※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・
通知カードでは利用できません。
大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。

書いたもの

9：30～11：00

イライラしない子育て教えて！
イライラしてしまう…上手くいかない…
子どもとどうやって関わればいいんだろ
う？心理カウンセラーの水野優子さんが
子育てのちょっとした疑問や悩みにお答
えします。※託児はありませんが、お子さ
んと参加いただけます。

対象/保護者
定員/15 組 ※申込制
２月 24 日(水) ９時～
来館・電話にて受付開始
（定員に達し次第終了）
協力/オフィス優
対象/小学生
定員/当日先着 12 名

12：45～13：45

フィンランド発祥のスポーツ
モルックをやってみよう
モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、ス
キットルと呼ばれる木製のピンを倒し点
数を競います。

（☎354-8152 FAX359-0282）

◆マイナンバーカードの申請方法について

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イ
ベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。
【主なイベント日時・内容】

四日市市保健所保健予防課
 059-352-0596

◆コンビニ交付サービスの一時停止について
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。
■一時停止日

２

令和３年３月 12 日（金）、16 日（火）、17 日（水） 終日

３．１１（木） 訓練を実施します
午前９時から「津波警報」のサイレンが鳴ります
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発災か
ら、今年で 10 年の節目となることを契機として、
三重県北勢市町において、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を用いて「津波警報」のサイレンを
約１分間吹鳴します。
避難訓練は行いませんが、情報が届いたとき、避
難のための行動がすぐにとれるか、避難グッズは備
わっているか、皆さんも確認しておきましょう。
【放 送 内 容】
こちらは広報よっかいちです。只今から、訓練放送を行います。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難
してください。

×２回

これは訓練放送です。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難

×１回

してください。
こちらは広報よっかいちです。これで訓練放送を終わります。
下りチャイム。

【問い合わせ先】
危機管理監危機管理室
３

 059-354-8119

くうちゃんだより

1 がつのちいきのとりくみ

～マネージャー通信～ VOL.28
2 月 20 日発行

「どんど」が行われました

2 月も終わりに近づき新しい春の準備に忙しい時期になりますがいかが過ごしでしょうか？今年度は四日市市
をはじめとする富田地区内でもイベントや行事が中止となり、地域の皆さんとも顔を合わせる機会もなく一年が
終わろうとしています。そんなコロナ禍でもこの富田地区内で地域活動が行われました。12 月と 1 月の取組に
ついて一部ではありますが
ご紹介させていただきます。

各地区、各町でどんど祭が行われました。今年度のどんどは、例年と違いコロナウイル
ス感染症拡大を懸念し簡素化された焚き木程度の規模で開催されました。どの会場におい
ても自治会長さんや担当する関係者の方に特定され、事前にしめ縄などを集めていただき
静かに行われました。中止判断を基準にそれぞれの町には形式の違いはありましたが無事
終了しました。来年はコロナ感染症拡大も収束し、地域の方が集まるどんどが開催できる
ことを願いたいです。

12 がつのちいきのとりくみ

指定避難所講習会が行われました
12 月 5 日（土）
、6 日（日）連合自主防災隊主催による各地区指
定避難所の講習会が行われました。今回は、各町の自治会長さん及
び自主防災隊さんが指定された各避難場所について内部の見学等を
行っていただきました。富田小学校、富田中学校、県立四日市高校、
県立北星高校へ避難をした際の対応や備蓄品、避難生活における対
応等のお話や災害ボックスの活用の仕方等を教えていただきまし
た。耐震強度についての質問や疑問に思う質問等も多く、地域の対
応について真剣な様子で聞いていただきました。

「よっかいち防犯ステーション」が開所しました
1 月 26 日（火）
、2 月 1 日（月）より正式に開所される、
「よっかい
ち防犯ステーション」に開所式が行われました。このステーションは、
祝日を除き、月曜日から土曜日の午前 11 時 30 分から午後 8 時まで警
察の OB 職員 3 名が交代で 2 名常駐していただき、地域の見守りを行っ
ていただきます。
開所式には森市長始め警察関係者、富田地区からは連合会長、副会長、他関係する地域の
方数名が参加しテープカットされました。地域の為に心強い存在となりました。防犯等、そ
の他相談の窓口として活用していただきたいと思います。

十四川と環境を守る会・十四川部門による環境整備が行われました
12 月も十四川堤防沿いの環境整備が行われました。コロナであろう
と猛暑であろうと十四川の桜の木は暖かい春を待っています。４月にな
るとピンクに染まる桜並木は地域の皆さんを笑顔にさせてく、その景観
を守るため年間を通して川浚えや草刈り、落ち葉の清掃など計画を立て
清掃活動を行っていただいています。
そこで、子どもから大人までの方で清掃活動に興味がある方のお手伝
いいただく方の募集をします。
富田地区市民センター内、富田まちづくり協議会（366-1513）
までご連絡をお願いします。

1 月 27 日（水）四日市文化会館で老人クラブによる芸
能大会が開催されました。コロナの影響もあり参加団体も
少ない中でしたが、富田地区は「富田音頭」を披露してく
れました。練習期間もなかったですが、当日は皆の手足が
しっかり揃いさすが富田の方が踊る富田音頭でした。富田
を退任前させていただく前にしっかり見せていただき、と
ても嬉しさを感じました。

青少年を守る部会による年末の夜間パトロールが行われました
12 月 25 日（金）26 日（土）19 時 30 分から青少年を守る部会
による、青少年育成年末パトロールが行われました。この年末のパト
ロールは今年度初めて行われました。北警察署が移転し、富田地区に
交番等がないため抑止力に欠けるのではないか…と、冬のパトロール
の必要性を感じ部会の中で提案があり行っていただきました。また、
年間の取組の中での見直し検討会では来年度も継続事業として行っ
ていただくこととなりました。

落合相談室受付けます～(^_-)-☆
任期満了まで 1 ヶ月半を切りました。地域の方から引き継ぎ等に関するご相談連絡をいただく
ことも多くなりました。地域会議と同じく、私たち地域 MGR も定期的に会議を行っています。
それぞれ地域性があり開催の形は違うものの、行われるイベントや行事などの取り組みは同じで
す…。他地域での取り組みなどを聞かせていただき、参考させていただくことも多く情報交換は
欠かせません。地域活動する中で、他地域の様子を知りたい…こんな取り組みをしたい…等あり
ましたら遠慮なく相談してください。

４
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連合自治会

1 月新年初集会

議事録

富田地区連合自主防災隊

令和 3 年 1 月 6 日（水）午後 7 時より富田地区市民センターにて新年初集会会議が行わ
れました。連絡・報告事項は以下の通りです。

1 月度

富田地区連合自主防災隊

1 月議事録

新年初集会

議

事

録

議 事 録
日時
場所

１．連合自治会長挨拶
１、あいさつ

２．来賓挨拶 （順不同）
荒木 美幸 議員（市議会）
伊藤

令和 3 年 1 月 21 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

昌志 議員（市議会）

今回は中止

３．連絡事項
その他
（１）新型コロナ感染症に伴うイベントの中止について
・令和 3 年四日市市消防出初式：令和 3 年 1 月 10 日（日）
・北鵤町「日待ち祭」：令和 3 年 2 月 19 日（金）、20 日（土）
・四日市北部ブロック駅伝大会：令和 3 年 3 月 7 日（日）

３、連絡・報告事項
連合自主防災隊
（１）四日市市地区防災組織連絡協議会主催
「救出・救護研修会」の開催について （別紙）

・人権のつどい：令和 3 年 2 月 6 日（土）

（２）避難所開設案内表示板 一覧表について （別紙）
市関係
（１）
「令和３年度避難行動要支援者名簿」 交換について
３、その他
（１）防災倉庫定期点検について
日時：令和３年１月２４日（日） 集合：午前９時 地区市民センター
担当：A コース 第２ブロック
（中町、南町、西古川町、東古川町、宮町、代官町）
B コース 第５ブロック
（片町、城町、南魚町、寺町）

3 月 20 日発行「くうちゃんだより」掲載記事を募集します!!

次回役員会：令和３年２月１１日（木）
次回定例会：令和３年２月１８日（木）

2 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、3 月
12 日（金）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

会場準備（18：30）：第１～３ブロック

地域マネージャー落合まで）

５

