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※ 災害・感染症等により、内容の変更や中止をする場合があります。
地域デビューの入り口は、体のことから
「介護予防ボランティア ヘルスリーダー養成講座」のご案内

低栄養を予防し、活動的な生活を送りましょう

「食と運動の輪★すこやか倶楽部：高齢期の低栄養予防」のご案内
“

ヘルスリーダーは、四日市市が養成している介護予防のボランティア団体です。
20～80 歳代の 150 名を超えるヘルスリーダーが協力し合い、主に高齢者を
対象として、地区市民センター等の身近な場所で運動やレクリエーションを
行っています♪

低栄養予防に関する食生活のお話や運動を体験し、活動的な生活を送るヒントを
学んでみませんか？
時：１０月１８日（月曜日）１３：３０～１５：００ 市で養成しているボランティア
団体の私たちがお伝えします♪
場：富田地区市民センター
象：おおむね６５歳以上の市民
師：食生活のお話
「食生活改善推進員 (健康ボランティア)」
運動のお話・実技 「ヘルスリーダー (介護予防ボランティア)」
定
員：３０名程度（申込不要）
参 加 料：無料
持 ち 物：マスク、タオル、飲み物、筆記用具、運動しやすい服装でお越し下さい。
そ の 他：発熱や咳などの風邪症状がある方、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お控えください。また、災害・感染症等の状況に
よっては、中止となる場合がございます。
日
会
対
講

●日

時：10 月 29 日、11 月 5 日、12 日、19 日、26 日
全 5 回シリーズ（いずれも金曜日 14：00 ～ 16：00）

●会

場：なやプラザ 第 3 音楽室（四日市市蔵町 4-17）

●対

象：受講後にヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる方

●講

師：日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 荒深 裕規 さん

●内

容：介護予防に関する講義や運動の実習など

●定

員：15 名程度 ※応募多数の場合は抽選

●参 加 料：無料
●持 ち 物：マスク、飲み物、中履き、運動しやすい服装でお越し下さい。

【問い合わせ先】
四日市市 高齢福祉課 〒510-8601 四日市市諏訪町１－５
 354-8170 FAX 354-8280

●申し込み：10 月 15 日（金）【必着】までに、講座名、郵便番号・住所、
名前（ふりがな）、年齢、電話番号を、はがき・電話・FAX の
いずれかの方法で申込先へお知らせいただくか、ホームページの
申し込みフォームまたは下記 QR コードからお申し込みください。
●そ の 他：発熱や咳などの風邪症状がある方、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お控えください。また、新型コロナウイルス
感染症の状況によっては、中止となる場合がございます。

１０月４日(月) １３：３０～（60 分程度）
富田地区市民センター ２階ホール

●申 込 先：四日市市 高齢福祉課

〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5

 354-8170 FAX 354-8280

●対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方
●持ち物：マスク・タオル・飲み物（動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください）
●申込み・参加費不要
●問合せ：四日市市 高齢福祉課  354-8170

ホームページからの申し込み

※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
の変更になることがありますので、ご了承ください。

または

１

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
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

♪富田保育園 あそぼう会
未就園児

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

７日(木)・１４日(木)・２１日(木)・２８日(木)

♪富田幼稚園 遊び会
カンガルー
パンダ

「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。

10:00～12:00

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！！

10:00～11:30

0～1 歳児
2～3 歳児

【開館時間】＜第 1 部＞9:00～11:30 ＜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。

13 日(水)・20 日(水)
18 日(月)・25 日(月)

【主なイベント日時・内容】

♪富田文化幼稚園 プレイランド
未就園児

10 月 4 日

10:00～11:30

（月）～

4 日(月)・25 日(月)

10 月 17 日

10：00～11：30
12：30～14：00
15：00～16：30

ハロウィングッズをつくろう

対象/0 歳～18 歳までの子ども

ねこの仮面をかわいくお絵描きしよう。

（未就学児は保護者同伴）

10：30～11：30

家族対抗ゲーム合戦

対象/どなたでも

オセロやボードゲーム、カードゲームなど

定員/先着 20 名

定員/材料がなくなり次第終了

（日）
10 月 17 日
（日）

家族同士で対戦しよう！！

「自動車文庫の日程」

10 月 23 日

12：30～13：30

プラザなぞとき「魔女からの招待状２」

対象/小学生

（土）

15：00～16：30

今年も魔女からハロウィンパーティーの

定員/1 グループ 5 名まで

招待状が届いたよ。招待状に隠された

※所要時間は 30 分～1 時間で

暗号を解きあかそう。

す。時間内にお越しくださ

●富田浜会館

い。

１０月５日（火）１０：５０～１１：２０
●富田地区市民センター
１０月６日（水）１０：１０～１１：１０

対象/0 歳～18 歳までの子ども

12：30～14：00

ハッピーハロウィン in プラザ
合言葉（あいことば）をスタッフにつた

31 日（日） 15：00～16：30

えよう。なにかいいことがあるかも？！

定員/景品がなくなり次第終了

10 月 30 日

10：00～11：30

（土）

料金

（未就学児は保護者同伴）

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。
♥問合せ 四日市市 こども子育てプラザ
四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
 330-5020
FAX 334-0606
HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

～よってこ家 防災講座中止のお知らせ～
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、9 月 28 日（火）の防災講座は
中止させていただきます。
★問合せ

四日市市 社会福祉協議会  ３５４－８１４４

２

く う ち ゃ ん だより
令和３年 9 月２０日発行 Vol.３5

コロナの感染急拡大、秋の行事も軒並み中止‼
三重県の新型コロナウイルス感染症の感染者数は、6 月までのまん延防止等重点措置で一桁台に
抑えていましたが、7 月に少しずつ増え始め、8 月に入ってから急拡大。8 月 1 日 37 人、8 月
11 日 111 人、8 月 20 日 388 人、そして 8 月 26 日は 515 人となり、8 月 27 日には緊
急事態宣言が発令されました。
秋になれば感染は落ち着き、後半の行事は開催できるかもという期待は外れてしまいました。
6 月のこのたよりで案内しました四日市出身のマリンバ奏者に出演いただく予定だった「北部ブ
ロック 人権ひろば」も中止となりました。
体育祭、文化祭、敬老会、そして北鵤大太鼓・大鉦の行事（神事等除く）も中止になり、他の行
事も現在の状況では中止はやむを得ないかと思います。
イベントやまつりは、多くの人に集まってもらって、互いに楽しむものであることから、密集、
密接が避けられません。となると、麻しん風しん（はしか、三日はしか）ような抗体ができるか、
効果絶大な治療薬ができない限り、これまでと同じやり方でイベント等は開催できません。
となると密接、密集しない方法でできる、でやるイベントにしないといけません。まつりの演者
等はやむを得ないとしても、会場の観覧者は人数、間隔をしっかりと制限し、別会場で、パブリッ
クビューイングで鑑賞するなどの工夫が要りますね。今後のありようを皆で考えていきましょう。
「リモート飲み会」なんてと思っていましたが、新しい時代、それも「有り！」かな。

お手玉ってどう遊ぶの
富田では、
「富田地区更生保護女性の会」がいろんな活動をされています。
「更生保護」って聞くと、なんだか自分とは無縁だと感じる方も多いかもしれませんが、過ちに陥っ
た人たちの立直り支援をする直接的な活動とともに、犯罪のない安心安全な社会づくりのため、次世代
を担う子どもたちの健全育成につながる活動や子育て支援活動をボランティアでされています。
今回は、富田地区学童保育所の子どもたちに使ってもらいたいと、メンバーが持ち寄ったハギレで、
ひとつづつ、一針一針思い込めて手作りした お手玉１００個と雑巾５０枚を贈られました。
お手玉は、以前は小豆やジュズダマの実を詰めて作っていましたが、そばアレルギーや腐食の心配も
あることから、プラスティックのチップにしたそうです。
さて、
「お手玉遊び」ってどうやるのでしょうか。ジャグリングのように宙に投げ
ることぐらいしか知りませんが、
「あんたがたどこさ」などのわらべ歌にのせて
数人で遊ぶ遊びがあるようですね。きっと経験豊かな指導者の先生方はよくご
存じだと思いますので、この機会にお手玉で遊びながら昔のことも色々教えてもら
えるかもしれませんね。

富田地区連合自治会 9 月定例会は中止
三重県が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、緊急事態宣言が発せられたことから、9 月の定
例会は中止となりました。
定例会で予定していた連絡事項等は、高、浜、茂福の各地区で 9 月 2 日に開催した二日会で報告等し
ましたが、その概要は次のとおりでした。
１ 総合防災訓練のための説明会・勉強会について
・ コロナ禍ではあるが、災害は関係なく起こるので、自治会長・自主防災隊長に限定して、
「コロナ禍
での避難所開設訓練」を中心に行う予定であり、そのための勉強会等を開催する。
⇒当初９月２５日（土）の予定でしたが、１０月２日（土）に延期されました。
２ 敬老行事の記念品配布対象者名簿の確認について
・ 地区の高齢者の皆様、長寿おめでとうございます。敬老会は中止ですが、昨年同様に記念品の配布
が行われます。配布時期は、10 月末から 11 月初めの予定です。
３ 防災の女性チームによる「ひなた班だより」について
・ 「ひなた班」による地区内の回覧「ひなた班だより」の第 1 号となる秋号を 9 月 5 日の回覧でお
願いしました。

富田地区人権教育推進協議会第三回委員会
今年度 3 回目となる委員会が、8 月 20 日（金）に開催されました。コロナの感染が拡大していま
したが、富田地区市民センター2 階ホールで、円状に隣との距離をとって椅子のみで行うなどの感染対
策を講じて行われました。
1 人権標語の選定について
・ 富田小学校 6 年生と富田中学校全学年の生徒さんから 433 点の応募をいただきました。委員
ほか 23 名の方による選考で 10 点余りが入選に選ばれました。
・ 入選作品は今後発表しますが、各種人権啓発の場で活用させていただくことになります。
ご応募いただいた児童、生徒の皆さん、ありがとうございました。
２ 北部ブロック「人権ひろば」について
・ 現下のコロナウイルス感染症の感染状況から、北部ブロックの当番である富田としては中止せ
ざるを得ないと判断しました。
まだまだ残暑が厳しい 8 月の末、富田小学校の中庭で草刈機の音が響いていました。新学期をきれいな校庭
で迎えてもらおうと地域の人たちが率先して草刈をしてくださいました。
当日は、朝 8 時前から 10 人ほどの方が、草刈機と、中には芝刈り機も持ち込んで、
汗ふきふきで作業し、お昼前には、きれいさっぱりとしていただきました。
本当にお疲れさまでした。オンライン学習となったので、ちょっと残念！

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

