
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

 

羽津地区防災訓練に伴う防災サイレンの吹鳴について 
 

羽津地区全体防災訓練開始の合図として羽津地区の防災行政無線から防災サイレンを 

6 カ所で下記の要領で吹鳴いたします。 
 
■日 程 11 月 21 日（日）午前中（雨天決行） 

 

■サイレン吹鳴 
 

◆時間 ９：００～  ６０秒間吹鳴 

◆方法 避難信号（避難指示） 

◆場所 羽津地区 6 カ所 

         羽津地区市民センター、白須賀ポンプ場、羽津ポンプ場、 

         八田一丁目自治会集会所、富士町一号公園、富士町富士電機西市道 
 
■問合せ 羽津地区市民センター   ３３１－４４６５ 

お知らせ NO.15  令和３年 11 月５日号 
 

                             富田地区市民センター ☎３６５－１１４１  富田地区公式ホームページ ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｍｉｄａ．ｏｒｇ/ 

富田地区人権教育推進協議会 

本年度もたくさんの作品の応募をいただきました。多数の作品の中から下記の児童・

生徒の作品を選出いたしました。 

【小学校の部】 

特選 ６年 佐藤 楓    いじめの火 勇気の水で 消してこう 

特選 ６年 稲垣 翔也   いやなこと 人はそれぞれ ちがうんだ 

入選 ６年 髙武みづき   みとめあう 世界に一つの 君の色 

入選 ６年 南川 暖    大丈夫 その一言で 救われる 

【中学校の部】 

特選 １年 川喜田蒼人   認め合おう 人の心の多様さを 

特選 １年 山本 空駕   人間は 個性があるから 輝ける 

入選 ２年 大﨑 結衣   ありがとう 日ごろの感謝 伝えよう 

入選 ３年 冬賀 帆志   気遣いで 皆の心に 花開く 

入選 ３年 大泉 凛佳   気付いてね口に出せない SOS 

入選 ２年 長谷川理央   大丈夫。どんな君でも、いいんだよ 

入選 ２年 林  愛子   同じ価値 あなたの命と あの子の命 

 

 
よってこ家 防災講座 

～想像力を高めてもしもに備えよう～ 

 大雨や台風、地震による災害は、ある日突然…。この夏には、全国のたくさんの

地域で大雨による被害が報告されており、日本各地、いつどこで災害が起きるかわ

からない、他人ごとではないと感じます。そして、災害が起きると、全国各地から

ボランティアに参加いただく方々があり、心強い状況です。 

 今回のまなびや（※１）は、災害ボランティア『クロスロード』ゲームで、災害

時のボランティア活動について知り、実際に災害が起きたときのイメージを高め、

もしものときの行動について、楽しくみなさんと一緒に考える機会にしたいと思い

ます。お気軽にご参加ください。 

  日 時：１１月３０日（火）10:00 ～ 12:00 

  場 所：サロン よってこ家（富田３丁目１４－１４） 

  内 容：よってこ家 防災講座！ 

       災害ボランティア「クロスロード」ゲーム 

  定 員：10 名（定員になり次第〆切） 

  持ち物：筆記用具、飲み物等 

  申込み：１１月２６日（金）までに、 

      住所、名前、電話番号を 

      下記までお伝えください。 

       

四日市市社会福祉協議会 

      四日市市ボランティアセンター 

         TEL  059-354-8144    

         FAX  059-354-6486 

            E ﾒｰﾙ  y-vc@m3.cty-net.ne.jp  

あなたならどうする？ 

一緒に考えよう！ 

※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。 

※1：“まなびや”は、毎回「テーマ」を決め、みんなで学び合い、つながる場です。 



 

  

公立幼稚園の園児数が急激に減少にしている状況の中、令和３年１月に「公立幼稚園の

第２次適正化計画※１」を策定し、教育認定の子どもたちが一定規模の集団の中で、就学

前教育・保育を受けていただける環境を迅速に整備するため、著しく園児数が減少する

公立幼稚園の休園（廃園）基準※２を新たに設定しました。 
 

※１ 公立幼稚園の第２次適正化計画は市のホームページからご覧いただけます。 

※２ この基準に基づいた流れは下図のほか、広報８月下旬号でも詳しく掲載して 

いますのでご覧ください。   

２ 

 

              

口座振替で‼  

納税は、便利で安心な  【お問合せ先】四日市市 収納推進課 

        059-354-8141 

     Fax  059-354-8309 

上下水道局生活排水課では職員を募集しています 

◇業務内容 ＝  下水道未接続家屋の接続促進 

        合併処理浄化槽への転換促進及び法定検査受検の啓発・指導 

 ◇勤 務 日 ＝ 平日（遅番あり）及び土・日曜日  シフト制（月 17 日程度） 

◇勤務時間 ＝ 平日、土・日曜日 ８：００～１７：１５ 

        平日遅番     11：００～１９：４５ ※1 時間休憩あり 

◇時 間 給 ＝ ９２０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇加入保険 ＝ 雇用、労災、健康、厚生 

◇応募用件  ＝ ワード、エクセルの操作ができる方、普通自動車免許所有 

 ◇応募期間 ＝  １１月５日（金）～ ＊定員（2 名）になり次第、募集を終了します 

◇問 合 せ  ＝ 生活排水課（３５４－８４０２）（必要書類等を説明） 

 

 

 

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。 
 

■一時停止日時① 

  １１月１３日（土）終日 

  １１月１４日（日）終日 

  １１月３０日（火）１９時以降 

＜停止するサービス＞ 

   ・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） 

   ・戸籍の附票の写し 

※住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は交付可能。 

 

■一時停止日② 

  １２月２３日(木) 終日 

＜停止するサービス＞ 

   ・すべての証明書 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について 

市民課 （ 354-8152  FAX 359-0282） 

令和５年度末における桜・三重西・富田・川島幼稚園の休園について 

桜・三重西・富田・川島幼稚園は、令和３年５月１日現在、４歳児と５歳児を合わせた総園児数が

１５人を下回っていましたが、令和４年度の新入園児募集の結果、令和４年度の総園児数が引き続

き１５人を下回りましたので、今後は上図の「基準に基づいた流れ」に基づいて、令和５年度末に

休園となりますので皆さまにお知らせします。 

〔参考：令和４年度園児数（園児募集の結果）〕 

 桜幼稚園  ７人（４歳児:３人、５歳児:４人）、三重西幼稚園 ８人（４歳児:６人、５歳児:２人） 

  富田幼稚園 ８人（４歳児:４人、５歳児:４人）、川島幼稚園 １３人（４歳児:３人、５歳児:10 人） 

 

【四日市市こども未来部保育幼稚園課 ３５４－８１７２】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 

石田 ユミ さん 

フェミニストカウンセラー・公認心理師・

臨床心理士 
 
対象 
市内に在住、または通勤・通学し、全４回参
加できる女性で、インターネット接続環境で
Zoom アプリを使えるタブレット端末または
Webカメラ付きのパソコン（スマートフォン
は不可）を用意できる人 
 
定員 
10人程度（先着順、ただし相談・支援に
携わっている人を優先） 
 
参加費 
無料（通信料は自己負担） 

 
Zoomによるオンライン開催 

よりよく人とつながるために、女性相談・支援のための 
カウンセリング技法を学びませんか 

 

○子どもへの体罰は法律で禁止されています○ 
                    

 

 

 

 

                                               

   

 

 

～これらは全て体罰です～ 

・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた 

・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた 

・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった 

体罰は子どもの心身を傷つけます。 

体罰が繰り返されると子どもの成長発達に悪影響が生じます。 

 
児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！ 

 

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 

四日市市こども家庭課 : ０５９－３５４－８２７６ 

●児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
い ち は や く

  

 

 

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 

いただくために、平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。 

  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も、 

受講してください。 
  

日  時 １２月４日(土) 

１３：００～１6：0０(講習会のみの方は 14：30 終了)  

＊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。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター   

 059-323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

３ 

 

女性による女性のためのカウンセリング講座 

４ 

 

◆お問合せ・お申し込み◆ 

四日市市男女共同参画センター 

「はもりあ四日市」 

 四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  

 ３５４－８３３１  FAX ３５４－８３３９  

Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp   

 

 

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や 

不登校、引きこもりなどの相談を事前予約制（１１月１５日締め切り）で受け付けます。 

詳しくは、直接、下記連絡先へお問い合わせください。 
  

日 時 １１月２１日（日）9:00～12:00 

場 所 富田地区市民センター1 階 和室 

相談員 松永 高弘 ＜子ども子育て・教育研究所(クペリ)所長、あおい幼稚園園長＞ 

主 催 一般社団法人子ども子育て・教育研究所(クペリ) 

後 援  公益財団法人ささえあいのまち創造基金 

＜ささえあい基金の寄付で運用しています＞ 

連絡先  ０９０－９１８４－７０８８  E-mail: info@cperi.net      

 

「クペリの子育て無料相談」 

～ 一人で抱えずに不安を話してください！ ～ 

ク

クペリ HP QR コード 

mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:info@cperi.net

