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「こどもをまもるいえ」についてのお願い
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１３：３０～１５：００
富田地区市民センター ２階ホール

四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまも
るいえ」の設置を推進しています。これは、子どもの登下校時や放課後において「痴漢」、
「連れ去り」、
「付きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保
護し、警察や学校などへ通報していただくことを目的としています。また、ステッカー
を家の前に貼っていただくことで、地域の犯罪を未然に防ぐという抑止効果も考えられ
ます。
現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただける方、事情
によりご協力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連
絡願います。

●対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方
●持ち物：タオル・飲み物・マスク等
●申込み・参加費不要
●問合せ：高齢福祉課 354-8170
※楽しく笑って！ おしゃべりして！ 介護予防 !! 動きやすい服装でお越しください。
※体調の悪い方は参加をお控えください。参加される方は、マスクの着用や手指消毒、
検温にご協力ください。
※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には、中止・日程

富田地区の設置推進団体

の変更になることがありますので、ご了承ください。

富田地区社会福祉協議会
四日市市ＰＴＡ連絡協議会
四日市市・四日市市教育委員会

令和３年６月 20 日号

（青少年を守る部会）

（青少年育成室

℡354-8247）

♪富田保育園 あそぼう会

オオキンケイギクは「特定外来生物」です！！
北米原産のオオキンケイギクは、繁殖力が強く、日本の生態系に重大な影響を及ぼす植物と
して、外来生物法により「特定外来生物」に指定されています。この植物を植えたり、拡げた
りすることは法律で禁止されています。

未就園児

10:00～12:00

1 日(木)・8 日(木)・15 日(木)・29 日(木)

♪富田幼稚園 遊び会
カンガルー 0～1 歳児 10:00～11:30
パンダ 2～3 歳児
10:00～11:30

７日(水)・1４日(水)
５日(月)・１２日(月)

♪富田文化幼稚園 プレイランド

〇自宅でオオキンケイギクを見かけた際は、普通の
雑草と同じように駆除・処分して頂くよう、ご協
力をお願いします。
①花が咲く 5 月～7 月頃に、根から抜き取る。

未就園児

10:30～11:30

自 動 車
文 庫

②2 日～3 日、天日にさらすなど枯死させる。
③種子が飛散しないように、ビニール袋などに密封して燃やすごみに出す。
【特徴】オオキンケイギクの花は、直径 5～7cm 程で、黄橙色の花びらの先端が不規則に分
かれています。草丈は 50～70cn で、葉は細長い楕円形で両面に毛があります。
問合せ先 環境保全課 環境調整係 354-8188
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５日(月)・1２日(月)

富田浜会館

７月

１日（木）１０：５０～１１：２０

富田地区市民センター

７月

２日（金）１０：１０～１１：１０

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

６月定例月議会の議会報告会を、令和３年７月６日に開催します。今回は、４つの常任委員会が合
同で一つの会場で議会報告会を行います。事前のお申し込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越し
ください。

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
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。

第１部：議会報告会
日

時

会

場

シティ・ミーティング

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
令和３年７月６日（火）
総合会館

１８：３０
８階

～

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。

２０：００

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

視聴覚室

日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

四日市市諏訪町２番２号
テーマ

四日市市政全般について
【開館時間】
＜第 1 部＞9：00～11：30

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。

＜第 2 部＞12：30～14：00

＜第 3 部＞15：00～17：00

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご
了承願います。
※新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。

【主なイベント日時・内容】
7 月 10 日（土） 15：30～16：30 ３on３
対象/小学生
3 人制のバスケットボール。1 人で 定員/当日先着 18 名
もチームでも参加できるよ。
7 月 11 日（日） 10：00～11：00 てづくり広場

お問い合わせ

四日市市議会事務局

議事課

電話：０５９－３５４－８３４０

今回はお子さんのアルバムと缶バ

対象/保護者
定員/当日先着 8 組

ッジを作ります。保護者同士交流し 持ち物/おもいでの写真 2・3 枚
ましょう。
7 月 18 日（日） 9：30～

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、
暑い夏を元気に過ごしましょう。

カブトムシをつかまえよう

対象/4 歳～小学生

10：00～

プラザで虫取り体験をしよう。つか 定員/ 各回先着 25 名※申込制

10：30～

まえた虫はひとり１ぴき持ち帰る

6 月 30 日（水）15 時 30 分～

11：00～

ことができるよ。

来館・16 時～電話にて受付開始
（定員に達し次第終了）

（各 30 分）

※詳細はこここ通信または HP
をご確認ください。
7 月 26 日（月） 9：00～11：30
～

1． 上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。
2. 喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
3. 日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠

30 日（金）

夏休み宿題ルーム
対象/小中高生
朝は頭を動かそう！ワーク、工作、 定員/最大 15 名
書道、絵画などなんでも OK。夏休 ※定員があるため保護者の入室
みの宿題にいち早く取り組もう！

は極力ご遠慮ください。
持ち物/宿題に必要なもの

といった体調管理を行いましょう。

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。

四日市市

健康づくり課

☎354-8291
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く う ち ゃ ん だより
令和３年 6 月２０日発行 Vol.３2

市民センターでは、連日、運動会の本番に向けて練習している富田小学校の子どもたち
の声や号令が聞こえていました。そして、６月５日（土）
、梅雨の真っただ中ではありまし
たが、前日の大雨から一転、いい天気に恵まれ、運動会が行われました。新型コロナウイ
ルス感染症の「まん延防止等重点措置」が延長されていることから、残念ですが、保護者
も含めて無観客で行われました。
当日は、お邪魔できなかったのですが、YouTube で拝見しました。徒競走と学年それぞ
れの演技が行われ、子どもたちにとっても何かと制限が多い中ですが、
それでもやっぱり運動会は楽しそうで、子どもたちの一生懸命走る姿
や応援する声に元気をもらえた一日になりました。

人権教育推進協議会の総会が開催されました
富田地区人権教育推進協議会の総会及び第一回推進委員会が、５月２１日（金）に開催されま
した。当地域は、
「まん延防止等重点措置」の対象地域に指定されており、大人数や２０時以降
の会議の自粛等が求められていますが、参加人数を抑制し、感染防止対策を怠らず開催されまし
た。
今年度は、当地区が四日市北部ブロックの当番となっており、１１月 1４日（日）にあさけプ
ラザで「人権ひろば」が開催される予定です。当日は、ドイツの国立音楽大学を卒業された四日
市市在住のマリンバ奏者の方々のコンサートとトークが計画されています。
この機会にコロナ禍における人権問題について考えながら、今しばらく我慢するところは我
慢して、木のぬくもりのある優しい音色のデュオ演奏を楽しみにしています！

皆さんの活動状況やお知らせなどがありましたら、お聞かせくださ
い。この「たより」で報告等させていただきます。皆さんでこのページ
を作っていけたらと思います。
富田地区市民センター地域マネージャーまで
お問合せ：３６５－１１４１
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富田地区連合自治会 6 月定例会 概要

令和３年６月８日（火）午後７時から富田地区市民センターで、富田地区連合自治会の６月の定
例会が行われましたが、概要は次のとおりでした。
１ 防犯外灯への補助金について
・ 道路の外灯の電灯料金について補助制度があります。
・ ６月の電灯料の領収書のコピー等の書類を７月３０日までに提出してください。

２ 自主防災隊から
・ 今年に整備を予定している防災資機材について、市の補助が決定しました。
・ ６月２６日（土）に 災害対策本部開設訓練等を関係自治会長、自主防災隊で行います。
・ 各町で防災訓練の計画をされている場合はお知らせください。
３ 十四川堤防の清掃等について
「十四川と環境を守る会」環境部門主催で、十四川堤防等の清掃作業が行われます。川沿
いの関係自治会の多くの方のご参加・ご協力をお願いします。
７月１０日（土）午前８時から

令和３年度 富田地区土木要望対策委員会

各自治会内の道路や側溝の補修・改善、カーブミラーの設置、道路標示などについて、毎年、それ
ぞれの管理者へ要望していますが、市の道路に関する要望は件数が多いため、土木要望対策委員
会で、どこの箇所を実施していただくかの選定を行っています。
土木要望対策委員会は、高、浜、茂福の各地区３名の自治会長と、連合自治会三役で構成されて
います。
選定にあたって、要望内容の確認と現状を把握するため、地元自治会長等の立会のもと、大変暑い
日になりましたが、６月８日（火）に現地確認を行いました。
その結果も踏まえて、６月１６日（水）に２回目の委員会を開催して、選定箇所が決定されます。
今後、選定結果を市へ報告し、市で準備ができ次第工事等に入っていただきます。工事の実施に
あたっては、皆様にご不便をお掛けするところがあろうかと思いますが、ご理解の上、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。

４

