お知らせ NO.10
富田地区市民センター

☎３６５－１１４１

◇◇三重県知事選挙のお知らせ◇◇
◎投票日 9 月 12 日（日） 午前７時～午後８時
◎投票所
富田第一（富田小学校）
富田第二（東富田会館）
富田第三（富田中学校）

富田地区公式ホームページ

令和３年８月 20 日号
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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

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へ
お出かけください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

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。

◎投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！
総合会館 8 月 27 日（金）～9 月 11 日（土）午前８時 30 分～午後８時
防災教育センター
８月２８日(土)～９月１１日（土）
南消防署南部分署
午前８時３０分～午後８時
北消防署北部分署
※三重北勢健康増進センター及び中消防署中央分署は開設しませんのでご注意ください。
【問い合わせ先】四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号 ☎３５４－８２６９

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

投票所（期日前投票所を含む）における「新型コロナウイルス感染症対策」について
選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染症対策を行
います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感染症対策にご理解とご
協力をお願い申し上げます。

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児 10：00～12：00
2 日(木)・9 日(木)・16 日(木)・30 日(木)

♪富田幼稚園 遊び会

マスクの着用

咳エチケット

手指のアルコール消毒

ソーシャルディスタンスの確保

定期的な換気

飛沫防止シートの設置

10：00～11：30
カンガルー 0～1 歳児 8 日(水)・15 日(水)
パンダ
2～3 歳児 6 日(月)・13 日(月)

など

♪富田文化幼稚園 プレイランド

♪食生活改善推進員 養成講座 「栄養教室」

受講生募集♪

「食」を通じた健康づくりのボランティア『食生活改善推進員』を養成するため、栄養教室を開講します。

未就園児
13 日(月)・27 日(月)

健康づくり

Tours 対象

自動車文庫
の日程

食生活改善推進員は、自分自身や家族、地域の健康づくりのため「日頃
の食生活の大切さ」を伝える活動をしています。
対象者 受講後に四日市市食生活改善推進協議会
の会員としてボランティア活動ができる、市内在

定員１５人（４人以上の申し込みで開催。申込多数の

住の20歳以上の人

料金１,000円

（※過去に受講したことのない人）

健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、名前(ふ

日時①９月2９日、②１０月２０日、③１１月

りがな)、年齢、住所、電話番号、「栄養教室受講希望」

１７日、④1２月１日、⑤1２月１５日、⑥1月

と明記の上、お申し込み下さい。参加の可否は全員へ

1２日、⑦1月２６日（全７回）

通知します。

いずれも水曜日

<申し込み先>

９：３0～1２：３0

◇そ の 他

〒510-8601 諏訪町 1-5

内容健康づくりや食生活、調理等に関する講義

電話 354-8291

（※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

※災害・感染症等により、内容の変更や教室を

９月 １日（水） １０：５０～１１：２０

市民センター ９月 ３日（金） １０：１０～１１：１０

給食パートを募集（１０月上旬からの勤務です）

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート）２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）

申し込み９月１３日(必着)までに、

場所四日市市総合会館（７階 第３研修室など）

止のため、調理実習は行いません。）

羽津小学校

場合は抽選。）

富田浜会館

10：30～11：30

健康づくり課

◇申し込み

FAX353-6385

◇応募期間

中止する場合があります。

１

＝

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。
＝ 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。
＝ ８月２０日（金）～９月６日（月）

開館時間＜第 1 部＞9：00～11：30

＜第 2 部＞12：30～14：00

無料

＜第 3 部＞15：00～17：00

Instagram

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。
【主なイベント日時・内容】
9月1日

料金

無料

防災月間

対象/どなたでも

（水）～

防災に関するイラストやクイズなどで防災力

定員/1 グループ 5

9 月 14 日

を身につけよう。

名まで

9：00～17：00

（水）～
9 月 17 日

10：00～11：30
12：30～14：00
15：00～17：00

おじいちゃん・おばあちゃんに手紙を書こう

（金）

対象/18 歳までの子
定員/先着 50 名

市公式インスタグラム
Please Follow !

わかるもの
フリスビー

対象/小学生

（土）

飛距離を競ったり、フープにくぐらせよう。

定員/先着 10 名

9 月 25 日 10：30～11：00
（土）

えほんのひろば
おはなしとわらべうたであそびましょう。

対象/どなたでも

15：30～16：00

― 初級編の主な内容 ―
▶プロフィールの作り方
▶「インスタ映え」の撮影・加工方法
▶キャプション・ハッシュタグの作り方

など

― 中級編の主な内容 ―
▶フィードのアルゴリズムについて
▶ストーリーズの活用方法
▶インスタグラム最新機能の紹介

など

申し込み方法
ｖ
9 月 30 日までに、申し込みフォーム（https://logoform.jp/
f/r1O2X）からお申込みください。

＊定員は各 100 人（応募多数の場合は抽選）
＊当日は、インスタグラムがインストールされたスマート
フォンおよび、Zoom で使用するタブレットまたはパソコ
ンをご用意ください
＊インスタグラムアカウントをお持ちでない人は、事前に
アカウントを作成の上、ご参加ください

定員/先着 10 組

※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。
TEL：059-330-5020

10：00～11：15

講師：株式会社 merchu
代表取締役 折田楓さん

持ち物/宛名住所が

9 月 11 日

中級編
ｖ
10 月 24 日（日）

「四日市 Stylist」になって
四日市の魅力を発信

プラザで撮影した写真を貼って、おじいちゃ どもと保護者
ん・おばあちゃんにはがきを出します。

10：00～11：15

オンラインセミナー
2021

（火）
9月1日

DAY

初級編
ｖ
10 月 10 日（日）

▼申し込みフォーム

FAX：059-334-0606 HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
問広報マーケティング課 ☎354-8244

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階

FAX354-8315

✉kouhou@city.yokkaichi.mie.jp

子育てを地域で支えあう

中央老人福祉センター改修工事による一時休館・リニューアルと
西老人福祉センター閉館のお知らせ

四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

本市が運営する四日市市中央老人福祉センター(日永東一丁目)と四日市市西老人福祉センター(西坂
部町)は、開設から 40 年数年間の長きに渡り高齢者の皆さまに健康増進やレクリエーション等の機会

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくため、また
現在の子育て環境、子どものおかれている状況や、子どもを主体者としてみる考え方を知っていた
だくために、依頼会員向けの講習会を実施します。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方で未受講の方も、受
講してください。

を提供してまいりました。
その間、本市では少子高齢化が著しく進むことなどによって、介護予防や認知症等に関する様々な課
題が生じてきています。このように、老人福祉センターの開設当時と現在では高齢者を取り巻く状況が
大きく変化していることや、老朽化する施設の状態を考慮すると、市としては公的施設としての老人福
祉センターの役割を見直す時期に来ていると考えています。
これらのことを踏まえて、このたび以下により、西老人福祉センターを閉館し中央老人福祉センター
を新たな介護予防等拠点施設としてリニューアルする運びとなりましたのでお知らせいたします。
＜中央老人福祉センター(日永東一丁目)＞
・令和 4 年 8 月末(予定）をもって一時休館。令和 5 年 3 月までの予定で改修工事を実施

日時

９月１１日(土) １３：００～１６：００
登録済みの方は１４：３０(講習会終了)まで。
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
場所 三浜文化会館 ２階 視聴覚室
定員 会場の都合により、2０名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込方法 電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
保育 あり/無料 ※事前にお申し込みください。

・令和 5 年度当初に介護予防等拠点施設としてリニューアルオープン
※新たな施設は、従来の老人福祉センターとは異なり、介護予防機能と認知症支援機能を備えた施設
とし、入浴等のレクリエーション施設は整備しない予定です。
＜西老人福祉センター(西坂部町)＞・令和 5 年 1 月末(予定)をもって閉館
健康福祉部 高齢福祉課 ℡ 059-354-8170

申込み･問合せ

２

四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

323-0023

く う ち ゃ ん だより
令和３年 8 月２０日発行 Vol.３4

夏だ‼ オリンピックだ‼ カンパーイ‼

🌻

６２日間と過去最も長い梅雨が７月１７日に明けましたが、それ以降、連日暑い日が続き、まさに
酷暑となりましたね。まだまだ残暑も真夏並みに厳しいですが、もう少しがんばりましょう。
富田の暑い夏といえば、これまで富田の夏を彩ってきた鯨船と石取り祭車の競演「富田の夏まつ
り」
、暑さを吹っ飛ばす楽しい納涼祭も、残念ながら今年も中止となり、四日市花火大会も早々に見
送りで、本当にただただ暑い夏となりました。
ですが、今年は、観戦こそ叶いませんでしたが、スポーツの祭典東京オリンピックが開催されまし
た。開催までいろいろありましたが、実に５７年ぶりに日本・東京で開かれた
夏季オリンピックでした。皆さんはエアコンがきいたテレビ桟敷で、ビール片手に快
適に楽しまれたのではと思います。それぞれに応援する競技や選手に、家では遠慮す
ることなく“暑い”
（？）声援を送っていたのではないでしょうか。
８月２４日には、パラリンピックが開幕します。少しは過ごしやすくなった桟敷席で、
オリンピックに勝るとも劣ることない迫力と、手に汗握る熱戦に応援の声を届けましょう。

富田地区の学童保育所の紹介
放課後等に留守家庭となる小学生の生活の場や遊びの場を提供し、子どもの健全な育成を目的とし
て、地域の指導者の方々で運営されているのが「学童保育所（放課後児童クラブ）
」です。富田小学校区
には「富田地区学童保育所」があり、第一、第二、第三と三つの施設を運営し、現在１２０名ほどのお
子さんが利用しています。
来年春の入学を予定されている保護者の方は、あれやこれやと入学準備をされていることと思いま
す。そのうちの一つ、放課後の子どもさんの居場所も気がかりなことだと思います。
同学童保育所では、１１月中頃、富田小学校で来春の入学予定者を対象に行われる「就学時検診」の
終了後、入所に関する説明会の開催を予定しています。
来年度の利用申し込みは、上記の説明会の翌日から受付開始で、１１月末締切りとされています。
学童保育所の概要や利用にあたっての詳細は、利用時間帯、夏休み等長期休
暇期間中の利用、利用料金等を含めて説明会で確認いただけますが、あらかじめ
何かお尋ね等がありましたらお問合せ先までご確認ください。
お問合せ 富田地区学童保育所（四日市市富田一丁目３-１３ 富小から約 360ｍ）
電話番号 ０５９－３６４－３５２５（運営責任者 俵さん）

３

富田地区連合自治会 8 月定例会 概要
令和３年 8 月 6 日（木）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 8 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 「こどもを まもる いえ」の調査について
・ 現在、富田地区の多くのご家庭で「こどもを まもる いえ」としてステッカー
を掲示等いただいていますが、新たに協力いただける方、やむを得ず辞退される
方等について自治会で調査を行いますので、ご協力をお願いします。
特に通学路沿いのお宅や、公園近くのお宅に協力いただけたら効果的だと思います
のでよろしくお願いします。
２ 子ども広場整備計画等について
・ 各自治会で管理されている「子ども広場」について、増設・補修等を計画されている場合、新
たに整備を計画されている場合、市の補助制度があるので、市民センターまでご相談ください。
３ 集会所の新築・修繕予定について
・ 市の来年度の補助事業費の積算のため、各自治会の新設・修繕の予定について調査します。

ゲリラ豪雨、台風の季節到来、災害に待ったなし‼
７月のはじめ、梅雨前線の影響により、熱海市では４８時間で 300 ㎜を超える大雨が降り、甚大な
被害をもたらしました。
８月に入ると、トリプル台風が発生し、台風通過後は停滞する前線の影響で長引く大雨となり、中国
地方から九州まで各地で浸水被害を引き起こしました。
熱海市の土石流による災害は、人災の側面もありますが、前線の停滞による長引く大雨や、急激に発
達した巨大積乱雲によるゲリラ豪雨は、これまで経験したことがない雨量となり、予想外の被害をも
たらすことがあります。
今年も台風の季節となりましたが、特に夏の暑い時期の台風は、動きが遅く、大雨や暴風が長く続く
傾向があります。また、迷走することもよくあり、もう大丈夫かなと思っても戻ってくることもありま
す。改めて、どこへどう避難するか、食料、水の用意など日頃からの備えが大事ですね。
避難にあたっては、地区ごとに指定避難所が用意されていますが、現実のところ、指定避難所の収容
人員では、地区の皆さん全員を収容できません。また、新型コロナウイルス感染症への感染リスクが高
まるため、密閉された場所に多くの人が寄り集まることは避けなければいけません。
このコロナ禍での避難について、どこに避難するか、自宅、親戚・友人宅、可能なら宿泊施設も含め
て家族等で考えておくといいと思いますが、いかがでしょうか。
どこに避難するにしても、食料等と一緒にマスク、消毒液も忘れずに用意しておきましょう。
皆さんの活動状況やお知らせなどがありましたら、この「たより」でお知らせさせ
ていただきます。何かありましたらご連絡ください、お待ちしています。
皆さんとともにこの紙面を作って、賑やかで元気な富田を発信していきましょう。
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

４

