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３月６日（土）、四日市市総合体育館にて「令和３年四日市市消防団表彰式」
が開催され、消防団員の表彰が行われ、富田分団の中から次の方が表彰され
ました。

功績章】

加藤 丈雄
【三重県消防協会表彰

様

表彰徽章】

伊藤 紀臣

ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｍｉｄａ．ｏｒｇ/

新しい本が入りました

表彰おめでとうございます

【三重県消防協会表彰

令和３年３月 20 日号

【一般図書】

【児童書】

・〈あの絵〉のまえで
・汚れた手をそこで拭かない
・八月の銀の雪

・ねこはるすばん
・おにぎりをつくる
・みそしるをつくる

・推し、燃ゆ
・心淋し川
・この本を盗む者は
・逆ソクラテス

・しんかんせん！
・恐怖コレクター 巻ノ十五 終わりと始まり
・めんどくさがりなきみのための文章教室
・世界一美しいファーストブック
ウィリアム・モリス 123

・奥薗壽子の超かんたん! [極うま]減塩レッスン
・ごちそうしたい、ほめられたい 実は簡単! ハレの日ごはん
・ホットケーキ MIX で絶品おやつ&意外なランチ

様

【三重県消防協会北勢支会長表彰 表彰徽章・感謝状】

【四日市市長表彰

生川 恭道

様

疋田 聖菜

様

センター１階事務所 窓口にて、「本の貸出票」にご記入ください。
貸出期間は２週間。おひとり５冊まで。内、新しい本は１冊までです。

消防団功労者表彰】

伊藤 信弘
【四日市市長感謝状

【本を借りるとき】

様

健康ボランティア四日市ヘルスリーダーの会による

消防団家族感謝状】

加藤 佐代子

様

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

♪富田保育園 あそぼう会

お願いします。

４月５日(月)

１３：３０～１５：００

富田地区市民センター ２階ホール

自動車文庫の日程

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

富田浜会館

４月２日（金）１０：５０～１１：２０

●持ち物：マスク・タオル・飲み物

富田地区市民センター

４月６日（火）１０：１０～１１：１０

●申込み・参加費不要

１

●問合せ：高齢福祉課 354-8170

未就園児 10：00～12：00
1５日(木)・2２日(木)

♪富田幼稚園 遊び会
お休みです
♪富田文化幼稚園 プレイランド
お休みです

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

広報よっかいち３月下旬号でも、お知らせさせていただきましたが、4 月に供給されるワ
クチンの見込みが少ないことから、まずは効率的に接種を進めるため、高齢者施設の入所（入
居）者から接種を開始できるよう調整しております。
そのため、クーポン券（接種券）の発送時期については、３月中旬以降としておりました
が、「4 月以降」になる予定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、詳細については、決まり次第お知らせします。

TEL：059‐330‐5020
FAX：059-334-0606 HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
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！！
【主なイベント日時・内容】

※「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」に関する最新情報については、市公式
サイト「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」のページ（下のＱＲコード）

4 月 4 日（日）

10：00～11：00

とこわかダンスを踊ろう

対象/どなたでも

とこわかダンスを踊ろう。みんなのダンスはプラ

定員/子ども 30 人

ザの YouTube チャンネル「ここプちゃんねる」で

その他/お家の人に YouTube に

発信されるよ。

出てよいか確認してきてね。

えほんのひろば

対象/どなたでも

おはなしとわらべうたであそびましょう。

定員/先着 10 組

ドッジボール大会

対象/小学生

ドッジボール大会をしよう！

定員/20 名

4 月 29 日（木） 10：00～11：30

4 周年記念イベント

対象/0 歳から 18 歳までの児童

～5 月 5 日（水） 12：30～14：00

めざせ！妖怪マスター

（未就学児は保護者同伴）

トリックアートやミニゲーム、宝探しなど、プラ

定員/各回 30 名

をご参照ください。
【お問合せ】
〒510-8601

4 月 11 日（日） 10：30～11：00

四日市市諏訪町１番５号

四日市市 新型コロナウイルス感染症対策室
電話：059-327-5990

4 月 25 日（日） 15:15～16:15

ＦＡＸ：059-327-5905

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で
環境保全のボランティアをしませんか
（１）期間
（２）場所
（３）内容
（４）説明会
（５）申込み

15：00～17：00

ザにちりばめられたミッションをクリアせよ！

料金 無料
※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。

令和３年４月から令和４年３月までの毎月２～３回（午前中）
御池沼沢植物群落（西坂部町）
除草作業や生育している植物に関する学習会
お申込後担当より日程調整させていただきます。
３月３１日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。
応募用紙は、ホームページから

自主運行バス山城富洲原線
運転免許返納者割引開始のお知らせ
令和３年４月１日～、自主運行バス山城富洲原線で運転免許返納者割引を開始します！
運賃のお支払い時に運転経歴証明書をご提示ください。片道大人運賃が半額になります
（※現金支払いのみ）。
路線維持のため、山城富洲原線のご利用をお願いいたします。

ダウンロードしていただくか社
会教育・文化財課までご連絡く
ださい。
℡：059-354-8238
Fax：059-354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.
yokkaichi.mie.jp

御池沼沢植物群落
東部指定地

ご利用対象者

・運転経歴証明書をお持ちの方（年齢制限はありません）
・対象者ご本人と同伴者１名

発売額

片道大人普通運賃の半額（１０円未満切り上げ）

利用方法

・運賃お支払い時に運転経歴証明書をご提示ください。運賃を半額に割
り引きます。（現金支払いのみ）
・障がい者割引等、他の割引との併用はできません。

【お問合せ先】都市計画課 公共交通推進室

２

☎059-354-8095

くうちゃんだより

～マネージャー通信～ VOL.29

おちあいマネージャーからおれいとごあいさつ。

3 月 20 日発行
十四川の桜の花も少しづつ膨らみ始め、新しい春の訪れを感じる中、皆さんいかがお過ごしでしょうか？各学
校や、園では卒業式やお別れ会など…密にならないように工夫をしていただき開催されています。
先日、富田幼稚園の園児さんが、お世話になった地域の方への「ありがとうの会」が開催できないとの事でセ
ンターに来てくれました。皆で作った染ハンカチとパンジーの押し花コースターをプレゼントしてくれました。
2 月も地域活動が行われました。一部の活動ではありますがご紹介させていただきます。

「6 年間 ありがとうございました」
着任してから早いもので 6 年の月日が過ぎました。着任当初は、
「イベントが多く行事
が毎月のようにあり大変な地域に着任したな～～💦」、
「会議の多い地域だな…たくさんの
団体があるから会議も多いわな～～。イベントも多いよね…」といった第一印象でした。
一日一日の時間が早く感じたくさんの地域の方が顔を見せていただくことも多くあり
ました。そんな地域の方との時間も、私にとっては大切なコミュニケーションの時間でし
た。壁にぶち当たっている私に声をかけてくれることで背中を押してくれることも数えき
れないほどありました。悩みが一瞬に忘れてしまい仕事に戻れる…そんな時間でした。
在任中は連合自治会や社協活動など、地域の取組をサポートを中心とする業務の中で、
いつの年もよき連合に恵まれお仕事をさせていただくことができました。悩みが尽きない

2 がつのちいきのとりくみ
「中学生と語る富田の未来」が開催されました
2 月 13 日（土）まちづくり協議会主催、第 4 回「中学生と語る富田の未来」討論会が開
催されました。今年は、新型コロナウィルス感染症拡大予防のため無観客にて行われました。
6 名の学生による作文が発表され、富田の魅力なところ、悪い所を聞かせていただきました。
魅力なところとしては、交通の便がよい、祭やイベントが多い、住みよい街、コミュニケ
ーションが多い街、等でした。悪い所は、ごみが多い、空き家が多く犯罪が増えるのでは…
等、地域活動を行っている私たちの気持ちと同じことを感じていました。伝統行事である鯨
船行事や、石取祭の継承について地域の中では大きな課題となっている中、中学生も継承方
法について具体的な案を出していただきました。ボランティア活動に参加したいが参加の仕
方がわからないので参加できる方法や広報の仕方などもお話しいただきました。
２年生の生徒さんは小さなころから魚が大好きで、魚が住みよい環境であるようにとゴミ
拾いを行っている。富田の十四川にはボラの稚魚、ウナギの稚魚、カメなどたくさんの生き
物が生息していることを教えてくれました。
その他、参加する生徒さんからは空き家対策では、
「北警察署が移転したことで犯罪が増え
るのではないか」と不安を感じている。
「交番を造ってほしいがお金がかかる…募金活動やイ
ベントなどの模擬店で収益を…空き家を活用した交番を造ればお金もかからないのではない
か」、「空き家を活用して高齢者とのコミュニケーションの場を作れば地域のいろんな話を聞
くことができる。
」など、中学生の目線からの思いを聞かせていただき、また地域の情報発信
が薄い事の反省も感じさせていただきました。
まちづくり協議会会長から、空き家を活用した「よってこ家」でコミュニケーションを図
っている。旧北警察署跡地に「よっかいち防犯ステーション」が開設されたことなどを含め
回答がありました。
３月１日～３１日まで、CTY 携帯アプリの CTY コネクト VOD 発信で、
「中学生と語る富
田の未来」討論会がノーカットで発信されています。ぜひご視聴下さい。

この MGR 業務の中で、励ましていただくことが大半だったと思います。多くのご指導を
いただき 6 年間務めさせていただいたことに感謝申し上げます。歴代各町自治会長様、各
諸団体様、地域教育関係者様など、多くのコミュニケーションを図らせていただきました
こと、何一つ嫌になる事がなく楽しいお時間を過ごさせていただきましたこと、大変お世
話になりましたこと、地域の方おひとりお一人にお礼を申し上げるのが本意ですがこの場
をお借りして多くの方にお礼を申し上げます。
4 月以降については、
「次どこに行くの？」とご心配をいただく声も多くありますのでご
報告させていただきます。
父方の伯父と姪の関係からのご縁で養父養母がおります。現在は養父の介護に専念した
く再就職を検討しておりません。
養父は認知症による誤嚥性肺炎で昨年より胃ろうを設置しています。栄養注入や吸痰、
おむつ交換、体位変換など人の手を借りないと生活ができない状態です。病院や施設など
ではコロナ禍で家族さえも会うことができない状態が続く中でこのような身体状態とな
り、2 月より在宅介護に切り替えさせていただきました。この在宅介護に背中を押してい
ただのも、多くの地域の方とのコミュニケーションを図らせていただいたことで無理だと
思っていた不可能な気持ちを可能な自信に変えてくださいました。多くのサービスや支援
を受けることで在宅介護が可能である事を教えていただき、父に対する感謝の気持ちも込
めた親孝行をさせていただく第一歩を踏み出すことができました。
養父が退院した日、父の顔は喜びと今後の不安な気持ちを抱えた複雑な表情でした。も
ちろん兄弟ですからこの先が不安であることは間違いないでしょう。そんな父を絶対に不
安にさせないよう介護に専念し悔いのない親孝行をさせていただくことに決めました。こ

４

のような気持ちに育てていただきたのはこの富田地区です。6 年間で私自身を大きく育て
ていただき本当に感謝申し上げます。
これからの富田のより良い発展と、コロナに負けない地域活動の復活を
心よりお祈り申し上げます。
落合 薫

10月20日①.pdf

連合自治会

富田地区連合自主防災隊

2 月新年初集会 議事録

2 月度 富田地区連合自主防災隊
令和 3 年 2 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が行われました。連絡・
報告事項は以下の通りです。

定例会議

議

議 事 録
１．連合自治会長挨拶

２月議事録

事

録

日時

令和 3 年 2 月 18 日（木）午後７時～

場所

富田地区市民センター2 階ホール

１、あいさつ

２．二日会からの個別上程事項
高地区

浜地区

２、定例・学習会

茂福地区

３、連絡・報告事項
連合自治会

３．連絡・報告事項
連合自治会関係

自主防災隊

（１） 令和 3 年度予算計画に係る予算検討委員会の開催について

（１）災害備蓄品の一部を指定避難所校舎上階へ移動

令和 3 年度予算計画：2 月 19 日（金）19 時～（令和 2 年度会計・委員）1 階和室
まち協事務局（資料作成・前年度と同じ）、MGR（パソコン・プリンター準備）参加

浸水被害を避けるため、災害備蓄品を上層階へ移動する。
（２）令和３年度総会について
令和 3 年 4 月 15 日（木）富田地区市民センター2 階ホール

（２）3 月臨時二日会の日程について
高地区：3 月 19 日（金）19 時～富田地区市民センター1 階和室

市関係

浜地区：3 月 19 日（金）19 時～東富田会館
茂福地区：3 日 19 日（金）19 時～富田霊園公開所

３、その他

※決定事項については 22 日（月）落合 MGR まで報告して下さい。

（１）防災隊ベスト返却について
（２）防災倉庫定期点検について

４．市関係
（１）ごみ集積場の整備における材料支給の申請期限について

日時：令和３年２月２１日（日）
担当：A コース

申請期限：令和 3 年 2 月 12 日（金）

集合：午前９時

地区市民センター

第３ブロック
（丸ノ内町一区・二区・三区、富田栄町第一・第２）

（２）東日本大震災発災に伴う「津波警報」サイレン吹鳴について（2 月 20 日発行）回覧のお願い

B コース

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、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 1 分間吹鳴します。

第４ブロック
（旭町、南納屋町、中納屋町、北納屋町）

吹鳴日時：3 月 11 日（木）午前 9 時～1 分間

次回役員会：令和３年３月１１日（木）
次回定例会：令和３年３月１８日（木）

５．富田地区まちづくり協議会関係
（１）令和 3 年度十四川桜まつり開催について

会場準備（18：30）：第４～７ブロック

開催期間：4 月 1 日（木）～10 日（土）※イベント及び提灯等の飾りつけ中止
準備予定：仮設トイレ、手洗いタンク、駐車場の確保、その他必要とする看板

4 月 20 日発行「くうちゃんだより」掲載記事を募集します!!

広報：3 月 5 日発行にて回覧及びポスター掲示をお願いします。

3 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、4 月
12 日（月）までに富田地区市民センター地域 MGR までお持ちください。

６．その他
（１）民生委員児童委員の「ふれあい」発行の配布について【民生委員児童委員】
（２）よんきた防犯だより「特殊詐欺」チラシの配布について【四日市北地区防犯協会】

４

お問合せ（３６５－１１４１地区市民センター

地域マネージャーまで）

